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千歳市
消費生活パネル展中止のお知
らせ
　「ちとせ消費者まつり2021」の中
止に伴う代替イベントとして、市役
所本庁舎市民ホールにて9月28日
（火）から10月8日（金）までの期
間、消費生活パネル展の開催を予定
しておりましたが、北海道内での新
型コロナウイルス感染症の感染状況
を鑑み、中止することとなりました。
問合せ／千歳市市民生活課市民生活係
電話／ 24-0183
FAX／ 27-3743

千歳市体育協会
①バドミントン教室（初心者コース）
対象／市内に住む18歳以上のバド
ミントン初心者
とき／【全8回】10月6日（水）、8
日（金）、13日（水）、15日（金）、20
日（水）、22日（金）、28日（木）、29
日（金）　いずれも18時30分～ 20
時30分
ところ／ダイナックスアリーナ　アリ
ーナ半面（千歳市真町176-2）
参加費／ 2400円
定員／ 18人（申込順）
申込方法／ 10月2日（土）9時～12
時の間に、スポーツセンター受付（振
興課）で申込用紙を受け取り提出
②トランポリン教室（小学５・６年生）
対象／市内居住の小学5・6年生
とき／【全8回】11月9日（火）、
12日（金）、16日（火）、19日（金）、
25日（木）、26日（金）、30日（火）、
12月3日（金）　いずれも18時30
分～ 20時30分
ところ／ダイナックスアリーナ　第２
体育館（千歳市真町176-2）
参加費／ 1100円
定員／ 24人（申込順）
申込期限／ 9月28日（火）12時か
ら9月29日（水）17時まで
申込方法／ホームページから申込み
ください。
③ジュニア卓球教室（小学生）
対象／市内居住の小学1～ 6年生
とき／【全5回】10月26日（火）、
28日（木）、29日（金）、11月4日
（木）、5日（金）　いずれも18時
15分～ 20時15分
ところ／ダイナックスアリーナ　第２
体育館（千歳市真町176-2）
参加費／ 1100円
定員／ 30人（申込順）
申込期限／ 9月29日（水）12時か
ら9月30日（木）17時まで
申込方法／ホームページから申込み
ください。
①～③共通

問合せ／千歳市体育協会振興課
電話／ 22-4150（9時～ 17時、日
月祝は休み）
FAX／ 24-2320

プレママセミナー「マイナス
1歳」からはじめるむし歯予防
＊歯で悩まない人生をお子さんにプ
レゼントしませんか
　当院の女性医師（3児の母）が、こ
れから生まれるお子さんの虫歯予防
に役立つ講話を行います。参加者に
はささやかなプレゼントあり。参加
無料、2日前までに要事前申込。
対象／妊娠中のお母さん、将来妊娠
を考えている人（当院がはじめての
人もＯＫ）
講師／歯科医師　村上千絵子
とき／ 10月8日（金）10時～ 10時
40分
ところ／ほくよう歯科クリニック（北
陽6丁目18-3 北陽高校前）
持ち物／筆記用具
定員／ 5人（先着順）
その他／保育士によるきょうだいの
保育あり。必ず申込時にお申し出く
ださい。新型コロナウイルス感染予
防対策にご協力ください。
問合せ・申込／ほくよう歯科クリニッ
ク（「プレママセミナー申込」とお伝
えください）
電話／ 40-1818

千歳市埋蔵文化財センター
①勾玉（まがたま）をつくろう！
　滑石を磨いてまが玉をつくります。
参加無料、要申込。
とき／ 10月10日（日）13時～15時
ところ／千歳市埋蔵文化財センター
（千歳市長都42-1）
対象／小学生以上
定員／ 12人 ※先着順・定員になり

次第締め切り
持ち物／マスク、タオル、飲み物
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、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／ 10月10日（日）9時30分～
11時40分
持ち物／マスク、雨具、飲み物
集合場所／千歳市役所駐車場（千歳
市東雲町2丁目34）
①②共通
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。
申込期限／ 10月8日（金）まで
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）

恵庭市
恵庭市経済部商工労働課
＊就職相談会
　パート・アルバイト採用を予定して
いる企業が、職場や仕事内容を分か
りやすく紹介、説明したのち、個別面
談に応じます。子育てを終えた女性
や高齢者など、就労にブランクがあ
る方パートやアルバイトとして働きた
い方は是非ご参加ください。要申込。
とき／ 10月8日（金）企業説明13
時30分～ 15時、個別面談15時～
16時
ところ／恵庭市民会館２階中・大会
議室（新町10）
対象／恵庭市内の企業に就労希望の
求職者
定員／先着20人
参加企業／ (株)ロバパン・パン製造
業、アイルコーポレーション(株)・警
備業、(医)盟侑会島松病院・看護職
参加条件／発熱、風邪の症状が見ら
れるなど、体調不良の方はセミナー
の参加はできません。当日はマスク

着用の上、入場時の検温、アルコー
ル消毒にご協力ください。
持ち物／筆記具、面接希望の方は履
歴書
問合せ・申込／恵庭市経済部商工労
働課
申込期限／ 10月5日（火）まで
電話／ 33-3131（内線3333）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①Ｋ＆Ａ kitchen sugar「ドーナッツ・
レモネード販売」
とき／ 9月24日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ジェリーズポップコーン
とき／ 9月24日（金）～26日（日）
10時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
③ダスキン「秋のスポンジ祭り」
とき／ 9月24日（金）～26日（日）
10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 9月25日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 9月26日（日）午前9時～
17時
ところ／東側出入口前
⑥ベビーカステラ販売
とき／ 9月28日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦燻製と檸檬 Bitters「燻製サンド・
レモネード販売」
とき／ 9月29日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑧スーパーアークス長都店「グラフミ
ューラー　バームクーヘン販売」
とき／ 9月30日（木）～ 10月3日
（日）10時～ 18時30分
会場：東側出入口前
①～⑧共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

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
元コードから
もアクセスで
きます

9月29日（水）
10月8日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

●旅行代金は全て税込です　●利用バス：つたいバス（道内）　※画像・イラストはイメージです

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

電気バス料込

10/10日出発日

千歳（流通3丁目3-12）・苫小牧（入船町3丁目2） 　駐車スペース有
日帰り・宿泊バスツアー

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部苫小牧も有）

■定員：25名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

入浴料込豊平峡ダム散策
ホテルノルド小樽 ランチバイキング

集合場所▶苫小牧営業所、千歳営業所
出発▶苫小牧7:00、千歳8:00
帰着▶千歳17:45頃、苫小牧18:45頃　食事▶1昼付

8,180円千歳 8,980円苫小牧〈 大 人 〉 
お1人様

19,800円
〈 大 人 〉 お1人様
（2～3名1室）

10/16土出発日

秋の神仙沼散策と
ニセコ昆布温泉郷「大露天風呂」
岩内あわび御膳の昼食

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
出発▶千歳7:00、苫小牧8:30
帰着▶苫小牧17:45頃、千歳18:45頃　食事▶1昼付

9,780円千歳 8,980円苫小牧〈 大 人 〉 
お1人様

現地解説付

ピカピカ新米1kgお土産付

3日間

2日間

入江・高砂貝塚
わかさいも本舗洞爺湖本店で昼食
道の駅 壮瞥でりんごのお買物

世界遺産「姫路城」とオリーブの「小豆島」

10/21木出発日

11/27土出発日

集合場所▶千歳営業所　出発▶8:30 帰着▶17:40頃 
食事▶1昼（季節のきのこ鍋と栗おこわ御膳）付

宿泊▶ 1日目：鷲羽グランドホテル備前屋甲子又は同等クラス
 2日目：オリンピア小豆島夕陽ヶ丘ホテル又は同等クラス
食事▶2朝3昼2夕付　利用バス▶東交バス（道外）

7,650円〈 大 人 〉
お1人様

道南「大船遺跡・垣ノ島遺跡」と大沼公園
知内「かき小屋」でランチ・函館朝市

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
宿泊▶1日目：ホテルニューオーテ　食事▶1昼（かき料理）付
※湯の川温泉コースも有（要お問い合わせ）

〈大人〉お1人様 98,500円
※2名1室・お一人様 5,000円増

※1名1室・お一人様 1,000円増 6,450円
千歳

7,250円
苫小牧〈 大 人 〉 

お1人様 

11/7日出発日
収穫の秋 深川・雨竜・滝川

集合場所▶苫小牧営業所、千歳営業所
出発▶苫小牧8:00、千歳9:00
帰着▶千歳16:50頃、苫小牧17:50頃　食事▶なし

3日間安芸の宮島・出雲大社・足立美術館
山陰山陽

11/26金
11/28日

出発日

11/17水
出発日

11/12金
出発日

11/23火㊗
出発日

宿泊▶ 1日目：ANAクラウンプラザホテル広島又は同等クラス
 2日目：玉造温泉グランドホテル長生閣又は同等クラス
食事▶2朝3昼2夕付　利用バス▶仁多観光バス（道外）

（2～4名1室）

118,500円

4日間宿自慢 南紀ぐるり 白浜・勝浦・伊勢

宿泊▶ 1日目：鳥羽シーサイドホテル望館又は同等クラス
 2日目：かつうら御苑・滝見亭又は同等クラス
 3日目：ホテル三楽壮又は同等クラス
食事▶3朝2昼3夕付　利用バス▶龍神バス（道外）

〈大人〉
お1人様

（4名1室）113,500円
（2名1室）123,500円

3日間嵯峨野観光鉄道 トロッコ列車と
「清水寺」「東福寺」「永観堂」

宿泊▶1・2日目：ホテル京阪京都グランデ又は同等クラス
食事▶2朝3昼1夕付　利用バス▶京都観光バス（道外）

〈大人〉
お1人様 Ⓑ104,500円

Ⓐ114,500円

ぐるり羊蹄山 紅葉狩りと道の駅めぐり 
京極・ニセコ・真狩・ルスツ・郷の駅きもべつ

10/17日出発日

集合場所▶千歳営業所　
出発▶8:30 帰着▶16:40頃 
食事▶1昼（名水の郷京極で特製弁当 1ドリンク）付

6,950円〈 大 人 〉
お1人様

（2～3名1室）

※詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※感染拡大などにより、ツアーが中止となる場合がございます。

〈大人〉お1人様

（3～4名1室）

㊗世界文化遺産登録 縄文遺跡㊗世界文化遺産登録 縄文遺跡 道の駅めぐり道の駅めぐり

〈 新千歳空港発着 〉 添乗員同行 ANA（AIRDO）で行く〈 新千歳空港発着 〉 添乗員同行 ANA（AIRDO）で行く
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