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千歳市
千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業
　高齢ドライバーや家族の方を対象に、健
康や認知症と運転などに関する講話や、自
宅でできるトレーニングの紹介などを行い
ます。参加無料。
対象／千歳市民
とき／ 10月12日（火）13時30分～ 15
時　※毎月第2火曜日
ところ／千歳市社会福祉協議会（千歳市東
雲町1-11）
持ち物／筆記用具、動きやすい服装（上履
き不要）
問合せ・申込／千歳市介護予防センター（し
あわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

令和3年度　第3回ミナクールサロン
＊市民活動井戸端会議
　新型コロナウイルス感染症の影響で、日
常生活に多くの制限がかかる日が続いてい
ます。市民活動団体も、活動の機会が減少
しているのが現状です。「団体の中でウェブ
会議を取り入れたいが、難しくて…」「書面
会議ってなに？」「コロナ禍で活動はどうして
る？」など、団体運営に関するアレコレ、情
報交換しませんか？　参加無料、要申込。
①ミナクールでの会場開催
とき／ 10月16日（土）13時30分～ 1時
間程度
ところ／千歳市民活動交流センターミナク
ール（オンライン参加も可）
定員／会場5人程度、オンライン10人程度
②Zoomを利用したオンライン開催
とき／ 10月27日（水）19時～ 1時間程度
ところ／ご自宅などからZoomを利用
定員／ 10人程度
①②共通
対象／市民活動に携わっている人、市民活
動団体の運営に興味のある人
申込方法／希望日の3日前までに申込み。
名前、連絡先、所属団体名、話したい内容
についてお伺いします。
その他／新型コロナウイルスの感染状況に
より、オンラインのみの開催となる場合があ
ります。
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）

減塩料理教室
＊おいしく減塩　高血圧予防 
　 千歳市食生活改善協議会による、高血圧
予防の食事、減塩のポイントのお話と調理
実習です。牛肉と焼きねぎのとろみ煮、白
菜のコールスロー風、根菜ときのこの具だ
くさん味噌汁など、一緒においしい減塩料
理を作りましょう（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／千歳市民
とき／ 11月18日（木）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（テキスト代、食材費）
申込期間／10月11日（月）～11月5日（金）
持ち物／エプロン、三角きん、ふきん、筆記
用具、上靴、飲み物（水分補給用）
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

令和4年千歳市成人式「はたちのつ
どい」開催について
＊2部制で開催します
　令和4年千歳市成人式「はたちのつどい」
は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止のため、参加対象者を住居地（中学校区）
別に分けた2部制（入れ替え制、同内容）で
開催します。詳細や、感染症対策のための
取り組みやお願いについては、市ホームペ
ージをご確認ください。
対象／平成13年4月2日から平成14年4
月1日までに生まれた方
とき／令和4年1月9日（日）【第1部式典
（千歳・富丘・北斗中学校区にお住まいの
方）】13時～14時（受付は12時20分から）
【第2部式典（青葉・東千歳・駒里・向陽台・
勇舞中学校区にお住まいの方）】15時30分
～16時30分（受付は14時50分から）
ところ／北ガス文化ホール（市民文化センタ
ー）3階 大ホール
その他／該当となる中学校区については、
11月中旬発送予定の案内はがき宛名面に
記載されます。市外に住民登録を移された
方にはがきは届きませんが、希望の部に参
加できます（事前連絡不要）。当日は、案内
はがきに付属の受付票の提出が必要です。
はがきをお持ちでない方は、市ホームペー
ジから受付票をダウンロードし、記入の上ご
持参ください。
問合せ／千歳市生涯学習課社会教育係
電話／ 24-0848（直通）

恵庭市
恵庭市島松公民館
①日曜趣味講座「そば打ち基礎講座」要申込。
とき／ 10月17日（日）10時～ 12時
ところ／島松公民館（島松本町3-12-20）
参加費／ 1500円
定員／ 8人
持ち物／エプロン、バンダナ、タオル2～
3枚、持ち帰り容器
申込期限／ 10月12日（火）まで
②文化交流講座「モンゴル国の事を知ろう」
～異文化交流・国際理解の大切さを学ぶ～　
要申込、参加無料。
とき／ 10月22日（金）18時30分～20時
ところ／夢創館（島松仲町1-2-20）夢創館
向かい市民駐車場をご利用ください（受講
者には無料駐車券配布）
定員／ 35人
持ち物／筆記用具
申込期限／ 10月18日（月）まで
講師／オイドフ・バトバヤルさん（モンゴル
出身）
①②共通
対象／恵庭市民
問合せ・申込／恵庭市島松公民館
電話／ 36-7503

恵庭市保健福祉部介護福祉課
＊知っておきたい骨粗しょう症の予防と治療
の最前線
　①講演「骨粗しょう症の予防と治療」講師　
増田武志氏（えにわ病院会長・整形外科医
師）、②講演・実技「おうちでできる骨粗し
ょう症予防～理学療法士が伝える運動療法
～」講師　木下幸大氏（えにわ病院理学療
法士）。骨密度の測定もできます。要申込、
参加無料。
とき／10月19日（火）10時30分～12時、
骨密度測定9時30分～ 10時20分
ところ／恵庭市民会館3階中ホール（新町10）
定員／先着50人（骨密度測定15人）
持ち物／簡単な体を動かす内容があります
ので、動きやすい靴・服装でお越しください。
問合せ・申込／恵庭市保健福祉部介護福祉課
申込期限／ 10月15日（金）まで
電話／ 33-3131（内線1209）

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／ 10月14日（木）～ 17日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
②旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 10月10日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
③ベビーカステラ販売
とき／ 10月12日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④au・UQモバイル合同イベント
とき／ 10月9日（土）10日（日）10時～
19時
ところ／ 1階センター広場
⑤道民共済「移動相談会」
とき／ 10月8日（金）14日（木）10時～
17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑤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。

おさがり回収
　10月30日（土）千歳アウトレットモール・
レラで開催予定の「おさがり交換会」で配布
する事前回収として、千歳市内2カ所で無
料回収を実施しています。新生児～150サ
イズまでの子ども服や、帽子・手袋・マフ
ラーを集めています（下着は対象外）。回収
場所までお持ちください。
回収期限／ 10月29日（金）まで
回収場所／①千歳アウトレットモール・レラ　
インフォメーション（10時～ 19時、期間中
無休）　②ダスキン豊里支店（平日10時～
16時）
その他／サイズごとに袋を分けて頂けると
助かります。10月18日（月）より、おさが
り交換会の参加申込を開始。詳しくは当団
体のブログをご覧ください。
問合せ／相互支援団体かえりん ちとせ支部
電話／ 090-7840-3277

よろず屋Cafe
＊ぽやん舎2人展「ファーストぽやん」同時
開催
　10月から、営業再開します！　着物の試
着や写真撮影、雑貨販売、貸本など、いろ
んなジャンルのショップやコーヒーを楽しめ
るイベントです。10月限定で、ぽやん舎に
よる写真とイラストの作品展「ファーストぽ
やん」（まちライブラリー ブックフェスタ・ジ
ャパン2021 イベントカレンダーに掲載中）
を同時開催。
とき／ 10月7日、14日、21日、28日（毎
週木曜日）12時～ 17時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
電話／ 090-3140-3404（古谷）

韓国語公開講座のお知らせ
 　要申込。詳細はお問い合わせください。 
とき／ 10月10日（日）19時～ 20時
ところ／韓国会館（千歳市本町1丁目8-3）
持ち物／筆記用具
申込方法／氏名・連絡先（携帯番号）を記
入の上、FAXでお申込ください。
問合せ／韓国民団千歳支部
電話・FAX／ 23-3420（電話は月水木 10
時～ 16時） 【携帯電話・問合せのみ】080-
6086-1116（きむ）

ママのリビング「産後の骨盤セルフ
ケアストレッチ」
　解剖学的な解説を含めたレクチャーと実
践で、下半身から腰、背中までの広い筋肉
を伸ばしてほぐせるストレッチを行います。
約10年でおよそ1万人の施術をしてきた
梶原己叶さんに体の状態をみてもらい、あ
なたの体にあった骨盤セルフケアを習得し
よう！ 参加有料、要事前申込。
①産後の骨盤セルフケアストレッチ
とき／ 10月13日（水）9時30分受付、10
時開始
②ストレッチ個人指導&骨盤を締める施術
15分のほぐし付き！
とき／ 10月20日（水）9時30分受付、10
時開始
定員／ 6人

①②共通
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
参加費／各回1500円 ※現金のみ
定員／ 6人
持ち物／動きやすい格好でお越しください。
お着替えスペースもあります。
その他／お子様同伴大歓迎！　全面ジョイン
トマット&おもちゃエリア有。ママが学んで
いる間、子育て経験のある見守りスタッフが
お子様の相手をするので安心です。お子さ
まが場になれるためにもお早めにお越しく
ださい。
申込／千歳市おやこイベント実行委員会公
式LINEからお申し込みください。
問合せ・電話／ 080-4004-8477（梶原）

子育て支援メリーゴーランド
＊園開放「ふれあいルーム」
　広いホールでお子様と遊んだり、子育て
仲間と情報交換しながら楽しい時間を過ごし
ましょう。参加無料、電話にて要事前申込。
①メリー幼稚園
とき／ 10月15日（金）10時～11時30分
ところ／メリー幼稚園（千歳市末広5丁目1-6）
電話／ 23-3329
②第2メリー幼稚園
とき／ 10月20日（水）10時～11時30分
ところ／第2メリー幼稚園（千歳市富丘4丁
目13-20）
電話／ 23-5735
①②共通
その他／自宅で検温の上、マスク着用。飲み
物持参。悪天候や新型コロナウイルス感染
拡大の状況により中止する場合があります。

第78回 陽だまり歌声喫茶
＊陽だまりスタッフリクエスト特集
　要事前申込。定員になり次第締めきります。
とき／ 10月16日（土）13時～ 15時
ところ／花園コミュニティセンター 2階 （千
歳市花園4丁目2-5）
定員／47人（先着順、定員になり次第締切）
その他／お茶、お菓子なし。飲み物は持参
となります。詳細はお問合せください。マス
ク着用、当日の体温37.5度以上の方は参
加できません。市内で新型コロナウイルス
感染状況が悪化した場合には、中止するこ
とがあります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

「耳つぼジュエリーAzur×しのぱん
in結工房」コラボ企画
　早いもので10回目のコラボ企画、今回
は土曜日開催です。耳つぼはイベント価格
で２ヶ所の施術ができます！ 肩こり・腰痛な
どの改善やリフトアップ等の体験をぜひ！ パ
ン教室ではどなたでも短時間で美味しく作
れてしまうおうちパンを伝授！ どちらも、結
工房で次回から使えるチケット付きです。
とき／ 10月23日（土）①パン講習 11時
～ 13時（定員8人） ②耳つぼ 11時～ 14
時（予約制）
ところ・問合せ・申込／民家カフェ「結工房」
（千歳市勇舞8丁目4-10）
電話／ 090-1381-3355（平本）

ナツメ堂鍼灸院
＊小中学生対象！　視力回復体験教室のご
案内
　ゲームやスマホでお子さんの視力低下で
お悩みのママさん。1クール（10回）の施
術で平均3ポイントアップした回復法1回分
体験することが できます。術前後に測定す
るので、その場で効果を判定することがで
きます。要予約。
とき／ 10月11日（月）～25日（月）まで
ところ／ナツメ堂鍼灸院（駒場町1-1-3）
対象／小中学生
定員／ 6人
参加費／ 500円税別
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話／ 21-8988

恵庭でヨガしよう！
＊Yoga KULA 10月の秋ヨガ
　最近自分の姿勢が気になる、身体を動か
したいスッキリさせたい方、恵庭でヨガしま
しょう！　要申込。
とき／①10月13日（水）10時30分～ 11
時40分、②10月15日（金）10時30分～
11時50分、③アロマDEヨガ 10月16日
（土）10時30分～ 11時50分
ところ／①黄金ふれあいセンター（黄金南
5-11-1）、②③は緑と語らいの広場えにあす
（緑町2-1-1）
対象／どなたでも
定員／ 6人
参加費／①800円、②③1000円（③は、

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13日（水）
10月22日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


