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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。

アリス認定こども園
＊園開放「認定こども園ってどんなと
ころ」
　こども園の紹介（教育方針や行事
の説明）と見学を行います。「お楽し
みタイム」もご用意。要事前申込、詳
細はお問い合わせください。
とき／ 10月4日（月）10時～ 11時
対象／就学前のお子さんと保護者
定員／ 5組
申込期間／ 9月28日（火）、29日
（水）12時～ 15時
その他／新型コロナウイルス感染症
の状況により、内容の変更や中止と
する場合があります。
ところ・問合せ・申込／アリス認定こ
ども園（千歳市勇舞1丁目1番1号）
電話／ 24-7000

アリス子育て支援センター
＊親子で一緒にリトミック
　音楽に合わせて身体を動かす「リト
ミック」をみんなで一緒に楽しみまし
ょう。参加無料、要事前申込。
対象／歩けるようになった子どもと
保護者
とき／ 10月5日（火）10時～ 11時 
※9月27日（月）より変更になりま
した。
定員／ 5組（抽選）
申込期間／ 9月27日（月）・28日
（火）12時～ 15時
その他／新型コロナウイルスの影響
により変更になる場合があります。
ところ・問合せ・申込／アリス子育
て支援センター（千歳市勇舞1丁目
1番地）
電話／ 24-8341

心身健康体操
　コロナ禍で外出して人と接する機
会が減り、体力や筋力低下のほか認
知症のリスクも高まっています。人
生100年時代、いつまでも自分の足
で歩き続けたい、健康な体で生活し
続けたい60歳以上の方を対象に、
カンタンにできる全3回の体操教室
を行います。参加有料、前日までに

要事前申込。
①膝痛予防
とき／【全3回】10月5日、12日、
19日　いずれも火曜日、11時～
11時30分（午前）、13時～ 13時
30分（午後）
②腰痛予防
とき／【全3回】10月7日、14日、
21日　いずれも木曜日、11時～
11時30分（午前）、13時～ 13時
30分（午後）
①②共通
対象／ 60歳以上の方
ところ／からだケアシンカ（千歳市青
葉3丁目1-18　グランコート１F）
参加費／ 1200円（全3回分）
定員／ 3人（先着順）
持ち物／マスク、動きやすい服装、
飲み物、汗拭きタオル
その他／スタッフは新型コロナウイ
ルスワクチン接種済。医療系国家資格
（鍼灸師）＋ヨガインストラクターの
資格を持ち、体に関する専門的な知
識を有しております。
問合せ・申込・電話／ 29-4542（タ
カハマ）

ヨガ＆ピラティス
　ヨガとピラティスが同時に楽しめ
るイベントです。身体の凝りやストレ
スをマットの上で発散させましょう！　
ヨガ、ピラティスともに初心者の方で
も丁寧に指導します。お土産に焼き
たてパン付き。参加有料、詳しくはお
問い合わせください。
と き ／ 10月 9日（ 土 ）① 9時
30分～ 10時30分 やさしいヨガ
（musubi yoga）　②10時45分～
11時35分 やさしいピラティス（ピ
ラティスの部屋）
ところ／結工房（千歳市勇舞8-4-10）
参加費／ヨガのみ1000円、ピラティ
スのみ600円、両方セット1200円
持ち物／マット（貸出あり）、飲み物、
汗拭き
定員／各回8人
問合せ・申込／090-1381-3355（平
本）

千歳演芸寄席
　落語芸術協会が主催し、落語・浪
曲・漫談を披露します。恵庭市恵み

野出身の桂壱福（かつら・いちふく）
さんが前座で出演。観覧有料。チケ
ット等申込について、まずは問合せく
ださい。
とき／ 10月9日（土）14時～（13
時30分開場、16時終演予定）
ところ／北ガス文化ホール　中ホール
（千歳市北栄2丁目2-11）
その他／ 10月1日（金）から、北ガ
ス文化ホールの窓口でチケットを販
売予定。取り置き等は行っておりま
せんのでご注意ください。
問合せ・電話／ 070-8362-8106
（関）

Do! Kids Lab
＊小学生プログラミング無料授業体験
　ゲームが好き！　子どもに自信を
つけさせたい！　各回1家族様の完
全プライベートな授業体験です!　ご
予約はTELかWEBから!　「恵庭　
プログラミング」で検索！　キッズス
ペースあり、駐車場あり、手ぶらで
OK！
とき／①9月25日（土）②10月2日
（日）、16日（土）、10時～、11時
30分～、14時～、15時30分～
ところ／①Do! Kids Lab（栄恵町
98番地）、②Do! Kids Lab中島校
（恵庭市中島町1丁目13-8）
対象／小学生
問合せ・申込／ Do! Kids Lab
電話／ 090-6695-6748（わしお）

えにわ若者応援プロジェクト
＊フードパントリー
　このコロナ禍で困っている恵庭の
学生や若者に、少しでも元気を届け
られるようなフードパントリー（食品・
日用品の無料配布）です。この状況
を一緒に乗り越えようと応援してくれ
ている提供者の方の想いを、私たち
が代わりにお届けします！　今回は限
定50食です！　要申込。詳細は公式
LINEをチェックしてみてください。
とき／ 9月26日（日）10時30分～
12時
ところ／恵庭市立図書館駐車場（恵
み野西5-10-2）雨天中止
申込／えにわ若者応援プロジェクト
公式LINE
問合せ／まちづくりスポット恵み野

電話／ 39-2232

占います
　手相・タロット・西洋占星術、三つ
の占法で占います。占いたい人の生
年月日、生まれた時間が解るとより
詳しく占うことが出来ます。心に引っ
かかっている迷いや、悩みを解決す
るアドバイスをさせて頂きます。要
予約。時間・費用など詳しくはお問
合せ下さい。（健康・寿命・病気・ギ
ャンブルなどは占えません）
とき／ 9月28日（火）10時～ 16時
ところ・問合せ・申込／ミシン＆カフ
ェ CHILL（恵庭市京町65-2）
電話／ 090-7645-4623

まちづくりスポット恵み野
＊はぴナビカフェあたしん家オンライ
ン「防災のココが知りたい！」
　9月は防災月間です。子供が居る
からこそ知りたい防災の事。もしも
の時も子供と過ごすかこそ不安に思
う事。そんなことを話してみません
か？　Zoom開催、参加無料。
とき／ 9月30日（木）10時分～ 11
時30分
ところ／ Zoomを使用して開催しま
す。参加にはIDとパスワードが必要
です。
参加費／無料
問合せ・申込／まちづくりスポット恵
み野
電話／ 39-2232

ワーカーズコープ恵庭地域福
祉事業所
＊労働者協同組合法成立記念フォー
ラム in 恵庭『公共が変わる？～みん
なでつくる参加型の小さな公共って
どんなもの？～』
　『あそびのうまれる場所－「お客様」
時代の公共マネジメント』著者の西
川正さんと考えるまちづくり。参加
無料、要申込。
とき／ 10月9日（土）13時30分～
16時20分
ところ／恵庭市民会館大会議室　
Web参加もできます（新町10）
問合せ・申込／ワーカーズコープ恵
庭地域福祉事業所
電話／ 29-6031

①郵便番号・住所　②氏名（フリガナ）　③性別　④年齢　⑤職業　⑥電話
番号　⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー　⑧面白くなかったと感じ
たコーナー（理由を含めて）　⑨過去に行ったボランティア活動の思い出を
教えてください。　以上すべてをご記入の上、「ボランティアDVD」と明記
し、WEB応募フォームまたはハガキ・FAX・Eメールでお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。

【住所】〒066-0073　千歳市北斗4丁目13番20号
　　　 ㈱メディアコム「ちゃんと」編集部　

【FAX】0123-27-4911　【Eメール】present@chanto.biz

※�当選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

　千歳市芸能赤十字奉仕団（平稔子会長）はこのほど、ボランティアDVD「皆さんお元気
ですか2021」を製作しました。福祉施設への慰問がコロナ禍で中止となったことから、奉
仕団の活動を映像収録して配付する事業の第2弾となります。三味線、日舞、童謡、唱歌、

大正琴、詩吟、講談、盆踊り、伝統芸能、フォークダンス、マ
ジック、フラメンコなど所属団体による多彩なプログラム
を収録。「野外の風景、可愛い動物、子どもたちも出演して
います。クリスマスの頃には、第3弾を製作する予定です。
また皆さまと歌ったり踊ったり、お話しできる日が来ますよ
う願っています！」（平会長談）

提供／千歳市芸能赤十字奉仕団

千歳市芸能赤十字奉仕団の活動を紹介する
ボランティアDVD（第2弾）をプレゼント！
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普通二種免許TAXI

教習開始
Second-class driver’s license

より普通二種免許の入校･教習を開始します。
お待たせしました‼

（タクシー･介護事業･代行運転手など）

10月2日土

山三ふじやグループ 北海道公安委員会指定 TEL 0123-23-3213
■営業時間 10：00～19：50（土日祝9：00～17：50）
■千歳市真々地2丁目5-2　■http://chitose-ds.co.jp/千歳自動車学校

● 送迎バス大幅に増便しています！● 指導員増員しました！
普通免許取得を予定している高校生の方へ

《普通二種免許の入校資格》

・大型･中型･普通免許または
・年齢が21歳以上の方

※抜粋

（免許の効果が停止されていた期間を除く）
大型特殊免許取得から3年以上経過した方

※詳しくはお電話などでお問い合わせください。

9月24日㊎～11月30日㊋迄に
普通二種免許の
期間限定特別料金を設定しました。

新規申込をされた方には

12月～翌3月は混雑が予想されます。
お早めの入校をご検討ください。
12月～翌3月は混雑が予想されます。
お早めの入校をご検討ください。
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