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千歳市
令和3年度　第2回ミナクー
ルサロン
＊オンラインでサロン
　オンラインで市民活動を体験して
みませんか？　市内で活動している
団体の紹介とワークショップをおこな
います。これから活動に取り入れた
い方や興味のある方も是非ご参加く
ださい。まずはお電話ください。※
新型コロナウイルス感染拡大により
中止になる場合があります。
＊Zoomを使用したオンラインワー
クショップ
①RBC本を読もう会「いっしょに声
を出しましょう」
とき／ 9月11日（土）14時～ 15時
※9月28日（火）「フラサークル　ウ
ルヴェヒラニ」のワークショップは、
開催延期となりました。
申込方法／電話またはミナクールホ
ームページから申込みください。
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）

千歳市介護予防センター
＊認知症サポーター養成講座ONLINE
　オンライン会議システムZoomを
使って、自宅で認知症について学ん
でみませんか？　本講座を受講され
た方全員に、認知症サポーターの証

『オレンジリング』を配布いたしま
す。詳細はお問い合わせください。
参加無料、要申込。
対象／千歳市民または千歳市内に通
勤通学している人
とき／ 9月22日（水）18時30分～
20時
ところ／自宅等でZoomを使用（イ
ンターネットがつながるパソコン・ス
マートフォン・タブレットで、マイク・
カメラが使用できる環境をご用意く
ださい）
申込／メールまたはFAXにて、①氏
名②住所③電話番号④メールアドレ
ス⑤職業（任意）をご記載の上お申込
みください。受付確認後、メールにて
参加用URLをお送りいたします。
申込期限／ 9月17日（金）まで
問合せ／千歳市介護予防センター
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022
メールアドレス／ shiawase@ia9.
itkeeper.ne.jp

千歳市埋蔵文化財センター
①ちとせ歴史探検隊
　学芸員のガイド付きで千歳市埋蔵
文化財センター、史跡キウス周堤墓
群、史跡ウサクマイ遺跡群を見学し
ます。参加無料、要申込。
とき／ 9月25日（土）9時～12時
定員／ 20人（小学生限定・２年生以
下は保護者同伴で可）※先着順・定
員になり次第締め切り
持ち物／マスク、雨具、飲み物
申込期限／ 9月22日（水）まで

②祝 世界文化遺産登録記念！　キウ
ス周堤墓群見学会
　ボランティアガイドが案内するバス
ツアー。史跡キウス周堤墓群と千歳
市埋蔵文化財センターを見学します。
参加無料、開催前日までに要申込。
定員／ 20人（小学4年生以上、対
象年齢未満でも保護者同伴で可）※
先着順・定員になり次第締め切り
とき／ 9月29日（水）、10月6日
（水）9時30分～ 11時40分
持ち物／マスク、雨具、飲み物
①②共通
集合場所／千歳市役所駐車場（千歳
市東雲町2丁目34）
その他／体調がすぐれない方はご遠
慮ください。開始時に検温を行いま
す。状況によっては変更・中止にな
る可能性があります。
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財セ
ンター
電話／ 24-4210（平日8時45分～
17時15分）

こどもの食育教室
　千歳市食生活改善協議会による、
食育についてのお話と調理実習で
す。肉巻きチーズおにぎり、ガリバタ
さけポテトなど、一緒においしいメニ
ューを作りましょう（新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、作った料
理は持ち帰りを予定）。要事前申込。
対象／千歳市内在住の小学生
とき／ 10月2日（土）10時～ 12時
30分
ところ／北ガス文化ホール 2階 調理
教室
定員／ 12人（先着順）
参加費／ 500円
申込期間／ 9月10日（金）～ 9月
17日（金）
持ち物／エプロン、三角きん（バン
ダナ）、筆記用具、手ふき用タオル、
上靴
その他／新型コロナウイルス感染症
の状況により、中止となる場合があ
ります。
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

ちとせ環境と緑の財団
＊3R講演会「もったいないから始め
るエコな生活」
　環境の専門家による講演会です。
もったいないと思うところから始め、
ごみとして捨ててしまう前に使える
資源物を活用し、エコな生活の実践
と資源の大切さを学びましょう。参加
無料、要申込。
講師／奥谷 直子 氏（北海道地球温
暖化防止活動推進員）
とき／ 10月2日（土）13時30分～
15時
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会
議室
対象／千歳市民
定員／ 40人（申込順）
申込締切／ 9月30日（木）まで
その他／新型コロナウイルス感染症
防止対策により中止となることがあ
ります。
問合せ・申込／公益財団法人ちとせ
環境と緑の財団　事業課資源振興係
電話／ 26-1213
FAX／ 22-1118

恵庭市
恵庭市介護福祉課
＊プレミアム健康度チェック
　外出自粛による体力低下など気に
なる事はありませんか？　たっぷり1
人45分かけて、握力やバランス、飲
み込みなどのチェックをしながら保健
師、栄養士、歯科衛生士があなたに
あった健康づくりを応援します。要申
込、参加無料。
とき／ 9月30日（木）9時30分～
12時15分
ところ／恵み野会館（恵み野北2-12-2）
対象／ 65歳以上で恵庭市民の方
定員／ 24人
持ち物／動きやすい服装と靴、飲み

物、マスク着用
問合せ・申込／恵庭市役所介護福祉課
申込期限／ 9月28日（火）
その他／ 11、1、2月にもイベント
を開催します。
電話／ 33-3131（内線1246）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①au・UQモバイル合同キャンペーン
とき／ 9月11日（土）、12日（日）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
②研ぎ処卓～ taku～「包丁研ぎ」
とき／9月11日（土）10時～17時、
12日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
①②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。

産後ヨガ
　産後に凝り固まった肩まわりや、骨
盤底筋の回復を促す動きを取り入れ
た産後ヨガを行います。いつも頑張
っているみなさんの、心や身体がリ
ラックスできる内容です。ヨガ初心
者の方、また産後1年経過した方で
もご参加いただけます。ヨガ後のお
やつタイムとして、ハーブティーとち
ょっとしたおやつも準備しています。
ベビーシッターさんも利用可能です
（要事前予約）。
対象／主に産後1年以内のママさん
とき／ 9月10日、24日（いずれも
金曜日）11時～ 12時
ところ／結工房（千歳市勇舞8丁目
4-10）
参加費／ 1200円　※託児を利用の
場合、お子様1人あたり託児料300
円。但し初回は託児料無料（お子様
1人分）
定員／ 4人
持ち物／ヨガマット、飲み物、汗拭き　
※動きやすい格好にてお越しください。
申込期限／開催日の3日前まで
問合せ・申込／musubi yoga 早崎
幸乃
電話／ 090-9402-0448

公立千歳科学技術大学Light 
art online gallery
＊オンライン展示会「Parallel planet」
　公立千歳科学技術大学ライトアー
ト工房は、プロジェクションマッピン
グ・動画制作等のデジタルアートを
はじめ、様々なジャンルのアートに挑
戦する学生団体です。このたび、観
覧無料のオンライン美術館「Light 
art online gallery」 を 9 月 11 日
（土）より公開し、ギャラリー初の展
示会「Parallel planet」を開催しま
す。それぞれの世界をもつ無数の惑
星が並行して存在するように、テー
マ・世界観の違う作品を多数用意し
ています。部員それぞれが在宅で制
作し、初めてオンライン活動のみで
準備した展示会です。ギャラリーで
は、併せて過去作品のアーカイブを
公開します。ぜひご覧ください。
とき／ 9月11日（土）～順次公開
予定
ところ／オンライン開催となっていま
すので、公立千歳科学技術大学地域
連携センターホームページのお知ら
せ欄より「Light art online gallery」
へアクセス願います。
その他／ホームページや各種SNS
を通じて動画作品・絵画作品を公開
するため、いつでもどなたでも観覧
可能です。
問合せ／公立千歳科学技術大学地域
連携センター
電話／ 27-6192

嵩文彦作品展
＊谷間の混沌をむさぼるミミズたち
　詩人・俳人の嵩（だけ）文彦さんに

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
元コードから
もアクセスで
きます

9月15日（水）
9月24日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

ご寄付いただきました。

千歳市立第ニ小学校　様
　ペットボトルキャップ37.5㎏をご寄贈
いただきました。
　今回で15回目、累計ペットボトル
キャップ1,542.5㎏です。

千歳市立千歳小学校　様
　ペットボトルキャップ142.7㎏をご寄贈
いただきました。
　今回で41回目、累計ペットボトル
キャップ6,654.3㎏です。

千歳市立信濃小学校　様
　ペットボトルキャップ12.1㎏、リング
プル37.8㎏をご寄贈いただきました。
　今回で26回目、累計ペットボトル
キャップ3,203.4㎏、リングプル384.1
㎏です。

千歳市立青葉中学校　様
　ペットボトルキャップ51.9㎏、リング
プル17.6㎏をご寄贈いただきました。
　今回で14回目、累計ペットボトル
キャップ707.5㎏、リングプル337.5㎏で
す。

千歳市社会福祉協議会

いただきました物品は、住みよいまちになるよう地域福祉活動に役立てられます。
ありがとうございました。


