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千歳市
世界文化遺産登録記念！
＊キウス周堤墓群フォトコンテスト
　史跡キウス周堤墓群を含む「北海道・北東
北の縄文遺跡群」が、令和3年7月に世界文
化遺産へ登録されたことをうけ、多くの方に
キウス周堤墓群の魅力を知っていただくため
にフォトコンテストを開催します。入賞写真は
パネルでの展示を予定しています。
応募資格／プロ・アマ問わずどなたでも。
応募作品は、令和3年7月1日以降に撮影
された写真に限ります。
応募期間／ 10月1日（金）～ 11月30日
（火）※当日消印有効
応募部門／①キウス現地部門　②身近なキ
ウス部門　③アンダー 20部門（令和3年
11月30日時点で19歳以下の方限定）
表彰／各部門3作品（審査選考委員会が入
賞作品を決定。入賞された方には12月末
日までに通知）　※入賞作品はパネル展示
を予定
応募方法／①メール　②CD-Rなど記録メ
ディアを郵送・持参　③Twitter投稿「#キ
ウスフォトコン」
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財センター
（〒066-0001 千歳市長都42-1）
電話／ 24-4210（平日8時45分～ 17時
15分）
メールアドレス／maibun@city.chitose.
lg.jp 

千歳市介護予防センター
＊目指せ横綱！ 握力番付
　1分程度で終わる簡単な握力測定で、全
身の筋力の目安を測ります。これからの健
康維持のために、自分の筋力を確かめてみ
ませんか？　どなたでも参加できます。参
加無料、事前申込不要。
とき／ 10月14日（木）13時30分～15時
（出入り自由）
ところ／ダイナム千歳店駐車場（千歳市東
郊1丁目10-5　東郊1号公園横）
問合せ／千歳市介護予防センター
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

事業継続力強化計画作成セミナー
　自然災害や感染症など、不測の事態に見
舞われる昨今、中小企業・個人事業主にも
「事業継続計画（BCP）」策定が重要です。
初めの一歩として、防災・減災の設備投資
への税制優遇などにつながる「事業継続力
強化計画」を作成し、国の認定を受けること
を支援するセミナーを開催します。セミナ
ー後、個別の支援あり。参加無料、要事前
申込。
講師／中村 郁雄 氏（東京海上日動火災保
険 広域法人部 次長）
とき／ 10月19日（火）14時～ 16時
ところ／千歳商工会議所　２階大会議室（千
歳市東雲町3丁目2-6）
定員／ 30人
申込期限／ 10月12日（火）まで
問合せ・申込／千歳商工会議所
電話／ 23-2175（塩原）

千歳市体育協会
①卓球教室（初心者コース）
対象／市内に住む18歳以上の卓球初心者
とき／【全8回】10月19日（火）、21日
（木）、26日（火）、27日（水）、28日（木）、
29日（金）、11月2日（火）、4日（木）　い
ずれも13時30分～ 15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）等
参加費／ 1200円
定員／ 30人（申込順）

申込方法／ 10月7日（木）9時30分～ 9
時50分の間に、ダイナックスアリーナ2階
会議室までお越しください。
②小学1・2年生スポーツ体験教室（トラン
ポリン等）
内容／マット運動・跳箱・鉄棒・トランポリン・
ミニ野球等
対象／市内居住の小学1・2年生
とき／12月7日（火）、8日（水）、9日（木）、
14日（火）、15日（水）　いずれも18時15
分～ 20時
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）
申込期間／ 10月22日（金）12時～ 17時
申込方法／ホームページから申込みください。
③ミニバレー講習会
対象／市内居住の小学生以上
とき／ 11月6日（土）15時～ 17時
ところ／ダイナックスアリーナ　トレーニン
グ室（千歳市真町176-2）
参加費／無料
定員／ 20人（申込順）
申込期間／ 10月5日（火）12時から23日
（土）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

恵庭市
恵庭市務室管財・契約課
＊市有地の売払いに伴う一般競争入札
　市において不要となった土地を、一般競
争入札で売却致します。詳しくは問合せ先
までご連絡ください。
申込受付期間／ 10月4日（月）～ 10月
22日（金）まで
問合せ・申込／恵庭市総務部財務室管財・
契約課
電話／ 33-3131（内線2355）

恵庭市介護福祉課
＊いきいき百歳体操サポーター養成講座
　高齢期の健康づくりに関心のある方、いき
いき百歳体操を地域で取り組んで見たい方、
ぜひご参加ください。参加無料、要申込。
とき／ 10月21日（木）、22日（金）10時
～ 12時30分、両日の参加が必要です。
ところ／夢創館（島松仲町1-2-20）
参加費／無料
持ち物／動きやすい服装、飲み物、マスク、
ハンカチ
申込期限／ 10月19日（火）まで
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1209）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①日本リサイクルネットワーク北海道「フリ
ーマーケット in ちとせモール」
とき／ 10月3日（日）9時～13時、雨天中止
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ・電話／日本リサイクルネットワーク
北海道011-632-1222
②ベビーカステラ販売
とき／ 10月5日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
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。

かんたん選べるアクセサリー作り
　マスク着用をお願いします。詳細はお問
い合わせください。
とき／ 10月8日（金）、10日（日）、14日
（木）9時～ 12時の間で30分（各回2人
ずつの予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11 
参加費／ 1200円（1人2個分）
問合せ・申込／下記番号までお電話くださ
い。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

テーブル茶道　花水木
　正座なし、着物なしの現代的な茶道です。
気軽に楽しく茶道体験をしてみませんか？
とき／ 10月10日（日）14時～15時30分
ところ／ログハウス「ゆうゆう」（千歳市桜木
3丁目1-3、桜木小学校のすぐ近く）
参加費／ 1500円（お抹茶・お菓子代含む）
定員／ 4人（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／テーブル茶道　花水木
電話／ 090-9432-8401（川端）

千歳写真集団
＊写真展2021 ̶心に残る私のインプレッシ
ョン̶
とき／ 10月22日（金）～ 24日（日）10
時～ 17時 ※最終日は16時まで
ところ／千歳市民ギャラリー 展示ホール2
（千歳市千代田町5丁目7-1）
その他／新型コロナウイルス感染拡大の状
況により、変更や中止となる場合がありま
す。千歳市民文化センターの案内をご確認
ください。
問合せ・電話／080-2038-7038（イチノヘ）

まちづくりスポット恵み野
①「めぐみの丘に灯籠を灯そう」
　9月の防災月間は過ぎてしまったけれど、
灯籠を灯して防災の意識を高めましょう！
とき／ 10月2日（土）16時～ 19時
ところ／フレスポ恵み野めぐみの丘（恵み野
美里2-15）
その他／小雨決行、悪天候の場合10月3日
（日）に順延。緊急事態宣言等により中止と
なる可能性もございます。ご了承ください。
②会議が変われば未来が変わる！　「市民フ
ァシリテーション講座」
　ファシリテーションは、会議の場を、活発
な対話からアイデアを生み、ワクワクする活
動に繋げるための手法です。この講座では、
講義と実践を通し実際に会議を運営できる
スキルを身につけることを目標にしていま
す。全7回講座。料金等詳細はお問合せく
ださい。
とき／初回10月23日（土）13時30分～
16時30分
ところ／まちづくりスポット恵み野（恵み野
美里2-15フレスポ内）、一部オンライン

問合せ・申込／まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232

SHANTI YOGA <SHINOBU>
＊ヨガ　太陽礼拝を知ろう!
　ヨガの基本の動き太陽礼拝。まさしく太
陽に感謝を表す行為です。一つ一つの動き
を丁寧に確認しながら呼吸に合わせて動く
太陽礼拝は最強のデトックス！　太陽礼拝を
深めたい方、運動不足を解消したい方、少
人数でやってますのでお気軽にお問い合わ
せください。要申込。
とき／ 10月3日（日）9時～10時
ところ／多目的スペースJUNCTION　2F
（島松寿町1-28-10）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装、ヨガマット
問合せ・申込／ SHANTI YOGA <SHINOBU>
電話／090-2182-6805（ショートメール可）

ミナミナ市
①はなふるガーデンマルシェ　autumn
　秋空の下、はなふるガーデンエリア内「大
きなカステラが焼けるお庭」周辺で、手作り
作品やコーヒー豆を展示販売するマルシェ
を行います。ガーデンエリアでマルシェを行
うのは、今年は最後となります。お散歩がて
ら、ぜひお立ち寄りください。（屋外のため
雨天荒天中止となります）
とき／ 10月2日（土）10時～ 15時
ところ／はなふる ガーデンエリア（南島松
817、大きなカステラが焼けるお庭周辺）
②いつものミナミナ市とカーブーツマルシェ
（たぶん今年は最後）とキッチンカーフェス
全部いっしょにやっちゃいます
とき／ 10月3日（日）10時～ 16時 ※キッ
チンカーフェスは17時まで
ところ／フレスポ恵み野　モール棟＆駐車場
（恵庭市恵み野里美2-15）
内容／【フレスポ恵み野 モール棟】ミナミ
ナ市（ハンドメイド作品）【駐車場】カーブー
ツマルシェ（車のトランクを開けてかわいい
作品を販売）、キッチンカーフェス、チーム
絆花の演舞などLIVEも。
③neco＊マルシェ
　猫好き作家さんが、心を込めてつくった
ネコモチーフの作品を持って出展します。
同日に、保護猫団体支援のための物資を集
めます。ご自宅に余ったペットフード（未開
封期限内）、猫砂（未使用）、ペットシーツ（開
封可未使用）があれば、会場までお持ちくだ
さい。ご来場をお待ちしています。
とき／ 10月10日（日）10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ　ク
リスピー・クリーム・ドーナツ前通路
①～③共通
その他／新型コロナウイルス感染予防対策
を行います。マスク着用、手指消毒にご協
力ください。当日体調の悪い方は、来場を
お控えください。新型コロナウイルス感染
拡大状況により、日程延期・中止となる場
合があります。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマグチ）

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

10月6日（水）
10月15日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

オリンピックが終わり色々なスポーツに興味が湧
いてきている中、卓球もメダルを獲得し男女共に
感動と喜びを与えてくれました！メダリストの
方々から「感謝」という言葉が何度も聞かれまし
た。　団員達も思うように練習場所が確保できな
い状況の中、練習の場を与えて下さった施設の関
係者の皆様、指導者、保護者に感謝し、卓球が出
来る事に喜びを感じながら練習を行っています。
千歳卓球スポーツ少年団は、小中学生23名が在
籍しています。学校や学年の枠を超えた交流を通
して挨拶や礼儀を身につけ、仲間に対する思いや
り、自分から考え行動する力を養います。
市内・道内の大会、全国大会につながるホープスや

カデット大会に出場し勝利を目指し頑張っています。
活動時は休憩時の手洗い・消毒、用具・台の消毒等、
日本卓球協会のコロナ感染予防対策を取り入れて
います。
新規団員を募集中です。見学や体験参加も随時大
歓迎です！会場や時間等の詳細は下記へお問合せ
下さい。

【練習日】月、水、木、土、日
【場　所】青少年会館、武道館、スポセン他
【連絡先】指導者 唐澤☎  090-1380-9216
　　　　 （12～ 13時・18～ 21時）

千歳市
教育委員会
登録団体

千歳卓球スポーツ
少年団

ちゃんと紙面｢恵庭市・千歳市スポーツ少年団｣
（4月16日号）に広告掲載した団体の個別紹介
コーナーです。

●代表者／唐澤　亨 
●連絡先／ ☎ 090-1380-9216 

（12～13時・18～21時）
●設　立／昭和47年
●団員数／23名

活動
紹介
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