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千歳市
「食生活フェア」開催延期のお
知らせ
　9月4日（土）ちとせモールで開
催を予定していた「食生活フェア」
は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、延期となりました。開催
日が決まり次第、改めてご案内いた
します。
問合せ／千歳市保健福祉部 健康づ
くり課 健康企画係 
電話／ 24-0768

「支笏湖ビジターセンター」
「山線湖畔驛」休館のお知らせ
　政府の新型コロナウイルス感染
症緊急事態宣言を受けて、展示施
設「支笏湖ビジターセンター」なら
びに「王子軽便鉄道ミュージアム山
線湖畔驛」を8月28日～ 9月12
日（日）まで休館します。9月13日
（月）から通常営業する予定です。
その他／各トイレはこれまで通り利
用可能。休館中の支笏湖温泉駐車
場は通常営業です。
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453（木林）

令和3年度　第3回ミナクー
ルサロン
＊9月から毎月開催「市民活動　井
戸端会議」
　新型コロナウイルス感染症の影
響で、日常生活に多くの制限がかか
る日が続いています。市民活動団
体も、活動の機会が減少している
のが現状です。「団体の中でウェブ
会議を取り入れたいが、難しくて…」
「書面会議ってなに？」「コロナ禍で
活動はどうしてる？」など、団体運
営に関するアレコレ、情報交換しま
せんか？　参加無料、要申込。
①ミナクールでの会場開催
とき／ 9月18日（土）13時30分
～ 1時間程度
ところ／千歳市民活動交流センタ
ーミナクール
定員／ 5人程度
②Zoomを利用したオンライン開
催
とき／ 9月22日（水）19時～ 1時
間程度

ところ／ご自宅などからZoomを
利用
定員／ 10人程度
①②共通
対象／市民活動に携わっている人、
市民活動団体の運営に興味がある
人
申込方法／希望日の3日前までに
申込み。名前、連絡先、所属団体
名、話したい内容についてお伺いし
ます。
その他／新型コロナウイルスの感
染状況により、オンラインのみの開
催となる場合があります。
問合せ・申込／千歳市民活動交流
センターミナクール（毎週月曜日、
毎月最終金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時
～20時30分）

恵庭市
まちづくりスポット恵み野
①めぐみの丘に燈籠を灯そう
　北海道胆振東部地震を忘れない
ように、めぐみの丘で毎年燈籠を灯
しています。
とき／ 9月11日（土）16時～20時
ところ／フレスポ恵み野正面玄関前
めぐみの丘（恵み野里美2-15）
②燈籠原画を募集中！
　まちスポ恵み野、フレスポ恵み野
にて原画用紙を配布してます。お持
ち帰りいただき、イラストやメッセ
ージなどお描きになってまちスポ恵
み野までお持ちください。
受付期間／ 9月10日（金）まで募集
中。
③防災パネル展も同時開催！
　恵庭市の過去の災害の様子や防
災活動などの資料写真を展示します。
とき／ 9月8日（水）～16日（木）
ところ／フレスポ恵み野ナチュール
様横スペース
①～③共通
問合せ／ NPO法人まちづくりスポ
ット恵み野
電話／ 39-2232

恵庭剣道連盟
＊第42回恵庭市民剣道大会
　個人試合・小学生、中学生、高
校生、一般個人試合。団体試合・1

チーム5人制。個人、団体とも小学
生・中学生・高校生・一般それぞ
れ3位まで表彰する。新型コロナウ
ィルス感染拡大防止の為試合方法
等変更あり。要申込。
とき／ 9月23日（木・祝）9時30
分開会
ところ／恵庭市総合体育館（黄金中
央5）
対象／恵庭市に在住される方
参加費／ 1000円
持ち物／タスキ、面マスク、昼食
その他／参加料を添えて申し込む
こと、自己都合により欠場の場合に
は参加料を返納しない。選手の変
更、オーダーの変更は大会当日開
会式までに事務局に申し出ること。
問合せ・申込・電話／恵庭剣道連
盟事務局長37-0543（石山）
申込期限／ 9月22日（水）まで

恵庭ソフトボール協会
＊恵庭ソフトボール協会創立50周
年記念第51回恵庭市民男子及び
第43回女子ソフトボール大会
　恵庭市に居住又は勤務・通学す
る会社員や学生さんなど、中学生
以上の男女を対象に、交流と親睦
の場として、生涯スポーツであるソ
フトボールの普及及び活性化を目
指して大会を開催致します。代表者
会議を9月17日（金）に行います。
要申込。
とき／ 10月3日（日）雨天等の場
合は10月10日（日）に延期。参加
チーム数によっては3日、10日両日
開催。
ところ／島松屋外運動広場（恵庭市
南島松389-3）、代表者会議は生涯
学習施設かしわのもり（大町1-5-7）
対象／恵庭市に居住又は勤務・通学
している方で、中学生以上の男女。
1チームの登録人員は20名以内。
参加費／１チーム5000円　大会当
日の受付で徴収します。
その他／マスク着用。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、
当日の朝、検温を行い健康状態に
異常が無いことを確認して参加して
下さい。
問合せ・申込／恵庭ソフトボール協
会事務局
申込期限／ 9月17日（金）まで
電 話 ／ 33-5751・080-1880-
4943（溝口）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①旅するおむすびワゴン おむすび
すみす 
とき／ 9月3日（金）、10時～17時
ところ／東側出入口前
②K&A kitchen Sugar
とき／ 9月4日（土）、10時～17時
ところ／東側出入口前
③スタジオアリス「七五三　秋のお
参り用着物レンタルご予約会」
とき／ 9月4日（土）、5日（日）、
10時～ 18時
ところ／ 2Fスタジオアリス横
④みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 9月5日（日)、9時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤ベビーカステラ販売
とき／ 9月7日（火）、10時～17時
ところ／東側出入口前
⑥スクラッチ「ソフトクリーム販売」
とき／ 9月8日（水）、10時～17時
ところ／東側出入口前
⑦鉄道忘れ物遺失物満期品大処分
大会

とき／ 9月9日（木）～16日（木）、
10時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
①～⑦共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

スポーツ＆カルチャー
営利目的の教室・体験イベント情報は原則掲載できません。
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。

韓国語「入門講座」説明会の
お知らせ
 　要申込。詳細はお問い合わせく
ださい。 
とき／ 9月12日（日）19時～20時
ところ／韓国会館（千歳市本町1丁
目8-3
持ち物／筆記用具
申込方法／氏名・連絡先（携帯番号）
を記入の上、FAXでお申込ください。
問合せ／韓国民団千歳支部
電話・FAX／ 23-3420（電話は月
水木 10時～ 16時）

開業助産師によるオンライン
での妊婦さん向け教室
　抱っこ、寝床、授乳、心の発達な
ど。赤ちゃんの心と身体をすくすく
育てるための0歳期に大切な関わり
についてお話します。参加無料、要
申込。詳細はお問合せください。
対象／千歳市、恵庭市在住の妊娠
中の人
とき／ 9月14日（火）11時～12時
ところ／オンライン（Zoom）で開催
問合せ・申込・電話／ 080-3232-
1624（助産院はぐくみ 渡部）

第10回千歳パークゴルフ協
会選手権大会（ヤクルト杯）
　日本パークゴルフ協会に基づく
36ホールストロークプレー。1位が
同スコアの場合はサドンデスプレー
オフにて順位決定とします。使用ホ
ールについては当日競技委員長が
選考するものとし、その他の順位は
カウントバック方式で決定します。
対象／千歳市民
とき／ 9月18日（土）8時30分か
ら受付　※9時の開会式終了後に
競技開始
ところ／つばさ公園パークゴルフ場
（千歳市泉沢1007番地96）
参加費／協会会員800円、一般
1000円 ※賞品代として、当日支
払い。ゲーム代は別途個人で負担
となります。
表彰／【男子】優勝～第5位　【女
子】優勝～第3位、その他ラッキー
賞、BB賞、参加賞有。参加人数に
より増減有。
申込締切／ 9月13日（月）
問合せ・申込／千歳市パークゴル
フ協会事務局
電話／ 080-1883-0278（小林）

地域開放「いっしょにあそぼ」
　親子で園児たちと一緒に遊びま
す。参加無料、要申込。
とき／ 9月29日（水）10時～ 11
時30分
ところ／千歳幼稚園（千歳市清水町
4丁目25）
持ち物／上靴（用意のない方は裸
足でも構いません）、汚れてもよい
服装
問合せ・申込／千歳幼稚園
電話／ 23-2331

スキー準指導員検定および認
定指導員検定　受検説明会
　全日本スキー連盟公認「スキー
準指導員検定」および北海道スキー

タウンニュースタウンニュース
イベント告知やサークル仲間募集など、いろんな情報が盛りだくさん!

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、下記掲載イベントの中止や延期も想定されま
すので、事前のご確認をお願いいたします。
※情報掲載には審査、抽選があります。掲載の可否についてのお問合せには一切回答できません。
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
※営利目的情報、Blog、HPアドレス、メールアドレスは原則として掲載しません。
※お電話での受付はしておりません。

掲載のご依頼はこちらから
0123-27-4911
chat@chanto.biz

https://chanto.biz/henshu/

【 F A X 】
【Eメール】

【掲載依頼書がダウンロードできます】

次回の申込締切は

掲載日の

9日前
までにお送り
ください！

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

9月8日（水）
9月17日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

日曜・祝日エステ
営業しています

Body
¥4,180フット55フット55 ¥3,740［55分］

¥4,400リフレッシュコースリフレッシュコース ¥3,850［55分］
基本コース、超音波

¥5,280フット75フット75 ¥4,400［75分］
夏の疲れがとれないなぁという方におすすめ♪

夏肌リセット夏肌リセット ¥6,820¥9,130
［75分］

基本コース、超音波（ワンランク上）、スクリューバー（角質毛穴ケア）、ホワイト美容液
毛穴までキレイに♪

tel.0123-37-2517恵庭市恵み野西6丁目22-1 open 9:30~

《価格は全て税込》 当日の電話予約は18:00まで受付しております!定休日/毎週火曜日定休日/毎週火曜日

エステサロン

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》
たちばな

ヒップヒップオプション ¥1,100 ¥880［10分］
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