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で検索してください。
問合せ／相互支援団体かえりん ちとせ支部
電話／ 090-7840-3277

「イロリトライ！スクール」参加者募集
　千歳の街でお店をやってみたい！　やりた
いことを見つけたい！　おもしろいことに挑
戦したい！　という若い方々を応援します。
実践者の体験談を聞きながら、参加者がお
店を企画、資金調達、実際に運営する全5回
のプログラムです。参加無料、要事前申込。
対象／中学生～24歳まで
定員／ 10人
とき／【第1回】10月24日（日）14時～
16時　【第2回】11月28日（日）14時～
16時　以降、12月中旬、翌1月中旬、翌2
月上旬の全5回開催
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
その他／新型コロナウイルスの感染拡大状
況により、内容を変更する場合があります。
この事業は、千歳市の「みんなで、ひと・ま
ちづくり基金」の助成を受けています。
申込／WEB（「イロイロリビング」で検索）
または電話、メールにて
問合せ／イロイロリビング
電話／ 090-6872-6579（坪田）

ちとせみんなのママカフェ
　子連れ歓迎！ おひとり様歓迎！ いろんな
事おしゃべりしましょう！　参加有料、前日ま
でに要申込。
とき／ 10月26日（火）10時～ 12時
ところ／もったいないわ・千歳1丁目テラス
（千歳市幸町1丁目16-1）
参加費／ 150円
問合せ・申込／「ちとせみんなのママカフェ」
でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの）

ママのリビング「わらべうたベビー
マッサージ」
＊心を癒す歌とピアノのミニコンサート&ベ
ビーに優しいお持ち帰りオイル付き
　赤ちゃんの耳に心地よく響く「ラ」の音を
考えて作られた簡単な歌を歌いながら行う
『ベビーマッサージ』です。大好きなママ
の声を聴くことで、赤ちゃんは安心してマッ
サージを受けることができ、五感を通して愛
情をたっぷり感じます。ママにも赤ちゃんに
も嬉しい効果いっぱいの時間をすごしましょ
う。 参加有料、要事前申込。
対象／１カ月検診後～生後８カ月前後（ハイ
ハイで動き回る前）の赤ちゃん。
とき／ 10月26日（火）9時30分受付、10
時開始
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
定員／ 7人
参加費／ 1500円 ※現金のみ
持ち物／バスタオル2枚、いつもの外出セ
ット。予防摂取後４８時間以内のお子様や、
体調の優れない時は参加できません。

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。おむつ
交換、授乳はご自由に。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／ 090-4088-3786（坪田）

肩こり・腰痛ヨガ体験会
　東洋医学に基づいたノンビリしたヨガで
す。静かな時間を過ごしたい方、瞑想したい
方、毎日忙しい方にオススメです。要申込。
とき／ 10月16日、23日、30日いずれも
土曜日、19時15分～ 20時30分
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金南
5-11-1）
定員／ 10人
参加費／ 500円
持ち物／ヨガマット、タオル、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 080-4048-1969（斉
藤）ショートメール可

えにわフットパス愛好会
＊第５回納会フットパス
　「旧島松駅逓所・クラーク博士記念碑及
びルルマップ自然公園散策路」晩秋の紅葉
巡り一緒に歩きましょう！　ＪＲ島松駅～防風
林～旧島松駅逓所・クラーク博士記念碑～
ルルマップ自然公園～散策路～防風林～ＪＲ
島松駅。ウォーキング約7ｋｍ。
とき／ 10月23日（土）9時～ 12時（小雨
決行）
ところ／ JR島松駅前広場集合
対象／どなたでも
参加費／ 200円（一般参加者、保険代）
持ち物／飲料水、マスク着用、雨具
問合せ・申込／えにわフットパス愛好会事
務局
電話／ 090-9529-4829（前田）

歴史を楽しもう会恵庭
＊縄文セミナー参加者募集！
　第二回北海道縄文セミナーを開催致しま
す。今回は専門家の方の講座を中心に北海
道の縄文時代、続縄文時代、擦文時代の文
化や生活について学習します。さあ、あな
たも北海道の世界遺産について学んでみま
せんか。要申込。
とき／ 10月23日（土）13時～15時30分
ところ／恵み野会館会議室2（恵み野北
2-12-2）
定員／ 16人（定員になり次第締切）
参加費／ 500円
問合せ・申込／歴史を楽しもう会恵庭
申込期限／ 10月19日まで
電話／ 080-4728-0020（オカダ）ショート
メール可

生活クラブ生協恵庭支部
＊生活クラブの移動説明車がやってきます！
　食の安全性や環境保護に役立つ情報をお

知らせします。小雨決行。
とき／①②10月25日（月）、③④10月30
日（土）①③10時30分～ 11時45分、②
④13時30分～ 14時45分
ところ／①つくし公園横（桜町3-130）、②
わこう公園横（和光町1-68）、③もいざり公
園（大町2-7）、こまば公園横（駒場町1-10）
参加条件／マスク着用、手指消毒にご協力
ください
問合せ／生活クラブ生協恵庭支部
電話／ 090-9085-6216（竹森）

shines color 
＊占いとパーソナルカラー診断
　①手相・タロット・西洋占星術、今ある悩
みや迷いの解決のアドバイスをさせて頂き
ます（健康・寿命・ギャンブルは占えません）。
要予約。
とき／ 10月26日（火）13時～ 16時
ところ／ミシン＆カフェ　CHILL（市京町
65-2、すき家裏手の黄色い建物1階）
定員／ 5人
問合せ・申込／ミシン＆カフェ　CHILL
電話／ 090-7645-4623
　②初めてのパーソナルカラー診断、季節
の変わり目似合う秋色を見つけませんか？　
あなが一番輝く色をテストカラーを使って探
します。要予約。
とき／ 10月25日（月）16時～ 18時
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階会
議室（緑町2-1-1）
定員／ 3人
問合せ・申込・電話／ 090-6878-7185（山
田）

えにわスマイル保育園
＊スマイルキッズ
　仮装してハロウィンパーティーに参加しよ
う！　プレゼントももらえるよ。参加無料、
要申込。
とき／ 10月29日（金）10時～ 11時
ところ／えにわスマイル保育園（末広町32）
持ち物／水筒、感染症対策に伴い変更があ
る場合があります。
問合せ・申込／えにわスマイル保育園
申込期限／イベントの3日前まで
電話／ 34-2796

譲ります
介護用ベッド
　必要としている方にお譲りします。2カ月
ほどしか使用していないため、ほとんど新品
同様です。コイズミファニテック社製電動昇
降ベッドKMU-OS31J/KMU-SBJ（取扱説
明書あり）。
問合せ・電話／ 37-0358（中川）
※月・木・金曜日の場合は午後。それ以外
は午前・午後ともに連絡可。

次回の掲載は11月19日発行のちゃんと793号です。
お楽しみに!！

千歳高校漫画研究部 第 67 回

by 青炭酸「仮装」

ちゃんと☆
　　マンガ部
ちゃんと☆
　　マンガ部
ちゃんと☆
　　マンガ部

▶ 皮はぎ前に、
講師が解体
します

◀▼ 「イリニ
（皮をはぐ
木）」で皮
をはぎと
りました

▶ 皮は乾燥さ
せると、靴な
どの材料に

▶

 大きなカムイチェプ
の姿に驚き

▶ 千歳水族館の
菊池基弘館長
が、カムイチェ
プ（サケ）の
生態を解説
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ちとせ・まち
魅力検定2020
応用編Ⅰ 問題は13ページ

問題1    ア）北海道ショールーム
問題2   ウ）新千歳空港が開港した。
問題3    ウ）東西両面管制
問題4  （1）エ）北側　（2）カ）3
問題5    イ）千歳航空協会
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