
2021年9月17日（金） ちゃんと17

千歳市
「支笏湖ビジターセンター」「山
線湖畔驛」休館延長のお知らせ
　政府の新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言延長を受けて、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」の休館を9月30日（木）ま
で延長します。10月1日（金）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）

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行きしぶりのあるお子さ
んの事ひとりで悩んでいませんか？　
話すこと聴くことで親御さんが元気
になることを目的に開催しています。
是非お気軽にお問い合わせくださ
い。前日までに要申込。
とき／ 9月26日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店 2階和室
参加費／ 200円
その他／新型コロナウイルス感染拡
大状況により中止とする場合があり
ます。
申込・問合せ／不登校訪問支援カウ
ンセラー　今野
電話／ 090-5822-8798

北星病院 令和3年度 第1回 
健康教室
＊健康寿命を延ばすために
　理学療法士による健康寿命を延ば
すための講話、簡単な体力チェック、
自宅できる簡単な運動を紹介しま
す。参加無料、前日17時までに要事
前申込。
とき／ 9月30日（木）13時～ 14時
（開場は12時30分から）
ところ／北星病院 通所リハビリセン
ター 2階（千歳市清流5丁目4-2）

講師／リハビリテーション科　澤野　
純平（理学療法士）
定員／ 25人（先着順）
持ち物／上靴
問合せ・申込／北星病院 リハビリテ
ーション科
電話／ 24-1121（リハビリテーショ
ン科　澤野）

公立千歳科学技術大学
＊2021年度第6回タウントーク「サー
ビス工学よる地域課題への取り組み」
　Zoomウェビナーを使用。どなた
でも参加可能です。詳細は、本学の
地域連携センターウェブサイトからご
確認ください。参加無料、申込不要。
講師／公立千歳科学技術大学 理工
学部情報システム工学科　小林　大
二 教授
とき／ 9月30日（木）19時～ 20時
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
定員／ 100人（先着順、定員になり
次第締切）
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（平日9～ 17時）

令和3年度花と野菜の学校
＊～親子でハロウィン工作～かぼちゃ
のランタンを作ろう！
　千歳産のかぼちゃをくり抜いて、
LEDで光る大小２つのジャック・オー・
ランタンを作ろう！　親子で楽しめま
す。参加有料、要事前申込。
対象／千歳市民
とき／ 10月9日（土）【午前の部】
10時30分～ 12時　【午後の部】
14時～ 15時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会
議室
参加費／ 500円（材料費の1/3）
持ち物／カレースプーン、テーブル
ナイフ、油性マジック、エプロン、お
しぼり、持ち帰り用袋など
その他／参加の際はマスクを着用の
上、当日の検温にご協力ください。
新型コロナウイルス感染防止のた
め、定員の変更や日程延期・中止す

る場合があります。
定員／各回10組（申込順、親子参加
歓迎）
申込期限／ 10月1日（金）まで
申込方法／住所・氏名・電話番号を
電話等でご連絡ください。
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団
電話／ 22-1117

千歳市シルバー人材センター
＊女性部交流会「認知症サポーター
養成講座」
　外部講師を招きます。認知症の方
について正しく学んで支えましょう。
参加無料、要申込。
対象／会員および60歳以上の千歳
市民
とき／ 10月13日（水）
ところ／千歳市シルバー人材センター 
2階 研修室（千歳市本町3丁目11）
持ち物／筆記用具
定員／ 20人（先着順、定員になり次
第締切）
申込期限／ 10月7日（木）まで
問合せ・申込／千歳市シルバー人材
センター総務課
電話／ 26-2277

千歳職業技術専門校
＊公共職業訓練　パソコン経理科⑥
　パソコンや簿記の初心者対象に、
ワード・表計算各3級、データベー
ス3級、プレゼンテーション2級、日
商簿記3級の資格取得・早期就職を
目指します。
とき／ 11月25日（木）～令和4年
2月24日（木）9時～17時（最大）
ところ／千歳職業技術専門校（千歳
市真々地2丁目4-8）
定員／ 15人　※応募者が少ない場
合および新型コロナウイルス諸事情
により中止することがあります。
受講料／無料　※但しテキスト代・
検定料は別途
申込方法／選考試験があります。最
寄りの公共職業安定所（ハローワー
ク）にて申込が必要です。
【選考試験のご案内】
選考試験／ 11月5日（金）13時30
分集合
試験内容／筆記試験（国語、数学）、
面接　※応募者が定員に満たない場
合は筆記試験を行わないことがあり
ます。
選考会場／千歳職業技術専門校（千
歳市真々地2丁目4-8）※駐車スペ
ースに限りがございますので、できる
だけ公共交通機関をご利用ください
持ち物／筆記用具、上履き、返信用
封筒（84円切手貼付）
申込期間／ 9月17日（金）～10月
27日（水）
申込先／ハローワーク千歳
電話／ 24-2177
問合せ／千歳職業技術専門校

電話／ 22-2969

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①スーパーアークス長都店「草太郎
本舗　和菓子販売」
とき／ 9月17日（金）～20日（月・
祝）、10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
②レインボーコットンキャンディ
とき／ 9月18日（土）・19日（日）、
10時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
③ディズニー英語システムHalloween
抽選会イベント＜参加無料＞
※小さなお子さま向けのイベントです。
とき／ 9月18日（土）～21日（火）、
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
提供／ワールド・ファミリー株式会社
④ベビーカステラ販売
とき／ 9月21日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤スクラッチ「ソフトクリーム販売」
とき／ 9月22日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 9月23日（木・祝）10時～
17時
ところ／東側出入口前
①～⑥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。

小島加奈子イラストレーション展
＊「とーぼくばあさん」～支笏湖の森
の絵物語～
　愛知県出身の画家・小島加奈子さ
んによる、支笏湖の森に住む倒木の
おばあさん「とーぼくばあさん」の絵
物語を展示します。会期中無休。観
覧にはサケのふるさと千歳水族館の
入館料が必要です。
とき／開催中～ 10月3日（日）まで　
9時～17時
ところ／サケのふるさと千歳水族館
（千歳市花園2丁目312）
その他／新型コロナウイルス感染防
止対策として、入場制限を行ってい
る場合があります。サケのふるさと
千歳水族館のウェブサイトにてご確
認ください。
問合せ／サケのふるさと千歳水族館
電話／ 42-3001

チトセスカイマルシェ
　キッチンカーやハンドメイドや新鮮
な野菜が集合！ ビンゴ大会も開催予

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22日（水）
10月1日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

◆ ホラー映画を観に行った時に、驚き過ぎて
膝に置いていたポップコーンをひっくり返
して焦って映画どころでは無くなってし
まった事は強烈に覚えています。

（千歳市大和　Y・I♀　38歳　パート）

◆ 単身赴任で北海道にきてすぐの頃、映画館
で鑑賞している間は、寂しさを忘れること
ができました。

（千歳市高台　M・O　46歳　公務員）

◆ 小学生の頃、映画館に行くことがあまりな
かったのですが、毎年春に1度だけ観に行
くことができ、春が来るたび当時嬉しかっ
た気持ちを思い出します。

（恵庭市柏陽町　H・O♀　34歳　保育士）

◆ 若い時は暗くなったらすぐ眠くなっていた
ので、必ず一度は船を漕いでいた｡そして大
きな音で飛び上がる…どんなに面白くても
寝てた。

（千歳市幸福　M・I♀　54歳　パート）

◆大学生のとき初めて1人で映画を観に行っ
た。気楽でいいじゃん！となり、それ以降抵抗
なく1人で行けるようになりました。
（北海道恵庭市恵み野南　L・M♀　33歳　会社員）

あらら～、大変でしたね！
ホラー映画を大スクリーンで観るなんて・・・
勇気あるなぁ～

寂しさを忘れさせてくれる映画の存在に
感謝ですね。どんな映画が好きですか？？

私も子供のころは、家族で映画を観た後に
レストランで食事をして・・というのが
とても楽しかったのを覚えています。

一人なら、好きなものを好きな時に楽しめ
ますね！
「ひとり焼肉」もできる派ですか？？

どんな所でも、どんな状態でも寝れる！
特技といってもいいと思います！
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