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千歳市
ちとせ環境と緑の財団
＊10月8日より古衣料の拠点回収を再開し
ています
　長らく受入停止をしていました、古衣料拠
点回収ですが、10月8日から、拠点回収を
再開しております。なお、今後も受入れ先工
場の稼働状況により、再度回収を停止する
場合もありますので、ご理解の程よろしくお
願いいたします。
問合せ／ちとせ環境と緑の財団　事業課資
源振興係
電話／ 26-1213
＊令和3年度 園芸教室「ポインセチアと針
葉樹で作るクリスマスの寄せ植え」
　おしゃれな雰囲気のクリスマスの寄せ植
えを作ってみませんか？　作品は持ち帰っ
て室内や玄関などに飾りましょう。参加有
料、要事前申込。
対象／千歳市民
とき／ 11月20日（土）【午前の部】10時
30分～ 12時 【午後の部】14時～ 15時
30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
参加費／ 1000円（材料費の1/3）
定員／各回20人（申込順）
持ち物／汚れても気にならない服装、作品
を持ち帰る袋（40cm×40cm程度）
その他／参加の際はマスクを着用の上、当
日の検温にご協力ください。新型コロナウ
イルス感染防止のため、定員の変更や日程
延期・中止する場合があります。
申込期間／ 10月15日（金）～ 11月5日
（金）
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団
電話／ 22-1117（平日8時45分～ 17時
15分）

食生活フェア
＊コツコツ行こうぜ！ 生涯骨太
　健康づくり活動を行う食生活改善推進員
による無料のイベントを、ちとせモールで開
催します。カルシウムの効果や骨粗しょう症
予防に関するパンフレットの配布、乳製品を
活用したレシピの配布、骨密度測定、野菜
350g当てゲームなどを行います。ぜひご
参加ください。
とき／ 10月23日（土）10時～ 15時
ところ／ちとせモール 1階 センター広場
（千歳市勇舞8丁目1-1）
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

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行きしぶりのあるお子さんの事
ひとりで悩んでいませんか？　話すこと聴く
ことで親御さんが元気になることを目的に
開催しています。当日午前中までに要申込。

とき／ 10月24日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店 2
階和室
参加費／ 200円
その他／新型コロナウイルス緊急事態宣言
が発出された場合は中止とさせていただき
ます。
申込・問合せ／不登校訪問支援カウンセラ
ー　今野
電話／ 090-5822-8798

支笏湖ビジターセンター
①自然ふれあい行事「紅葉パウチ交換」
　園地で拾った落ち葉と交換で「紅葉パウ
チ」をプレゼントします。参加無料。
とき／毎日11時～開催中、10月17日（日）
まで
ところ／支笏湖ビジターセンター
定員／ 100人（事前予約不要・先着順）
②森と谷の探検ツアー「楓沢探検」
　モラップ地区に位置する涸れ沢「楓沢」を
探検します。涸れ滝や苔に覆われた渓谷な
どが楽しめます。
とき／ 10月23日（土）9時～5時間程度
集合場所／モラップ・樽前荘前駐車場（千
歳市モラップ）
参加費／ 3000円
対象／中学生以上
定員／ 10人（申込順）
その他／行動中はヘルメットを着用します
（ヘルメットはこちらで用意します）。悪天
候中止。
③森と谷の探検ツアー「二ノ沢探検」
　樽前山噴火で形成されたモラップ二ノ沢
を訪ね土石流で刻まれた谷や涸れ滝を探検
します。全行程約8㎞。
とき／ 10月31日（日）9時～5時間程度
集合場所／モラップ・樽前荘前駐車場（千
歳市モラップ）
参加費／ 3000円
対象／中学生以上
定員／ 10人（申込順）
その他／行動中はヘルメットを着用します
（ヘルメットはこちらで用意します）。悪天
候中止。
④森と谷の探検ツアー「オコタン崎探検」
　恵庭岳噴火の溶岩台地と、樹齢１２００年
以上と推定される巨樹を訪ねます。全行程
約7㎞。悪天候時は中止します。
とき／ 11月6日（土）9時～6時間程度
集合場所／丸駒温泉駐車場
参加費／ 3000円
②～④共通
持ち物／登山靴、帽子、雨具、昼食、飲料、
手袋等（道のない林内や茂みを歩くため、
登山と同じ装備。半袖・半ズボンは不可）
その他／行事参加の申込は、すべて開催日
の1ヶ月前から承ります。諸事情により中
止・変更の場合があります。
集合場所／支笏湖ビジターセンター
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

千歳市立図書館
＊2021年度 古本まつり
　保存期限が過ぎた雑誌や本・付録を市
民の皆様に無料で提供します。事前にお配
りする整理券とお持ち帰り用の袋をご持参
ください。参加費無料。電話での申込は不
可。直接ご来館ください。
とき／ 10月31日（日）9時30分～ 12時
ところ／千歳市立図書館 車庫前
申込方法／ 10月15日（金）より整理券を配
布（先着順、来館された方1人につき1枚）。
定員／時間による入れ替え制（各回10分）
定員は各回10名の計100名。整理券に記

載されている時間に入場していただきます。
問合せ／千歳市立図書館
電話／ 26-2131

千歳市防災ボランティアリーダー養
成研修会
＊令和3年度石狩地区ボラネットスキルアッ
プ研修会を併せて開催
　災害ボランティアに関わる知識と、求めら
れる心構えについて学びます。参加無料、
要事前申込。
とき／ 11月5日（金）14時～ 16時
ところ／ Zoomによるオンライン開催（イ
ンターネット環境などがない方は千歳市社
会福祉協議会事務所内で受講可能）
申込締切／ 10月28日（木）まで
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 地
域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525

恵庭市
恵庭消費者協会
①日帰り研修バス旅行
　白老のウポポイ （民族共生象徴空間）に
行き、自由に見学を行います。要申込。
とき・集合場所／ 10月21日（木）、島松ラ
ルズマート8時45分、恵庭市民会館前9時
参加費／会員1000円、一般1500円（入
館料・バス代）昼食は別途自己負担
②お米の健康と栄養に関する講話　要申込。
とき／ 11月3日（水）14時30分～ 15時
30分
ところ／恵庭市民会館2階視聴覚室（新町
10）
定員／ 30人
参加費／無料
講師／北海道文教大学健康栄養学科　小塚
美由紀准教授
①②共通
申込期限／定員になり次第終了
問合せ・申込／恵庭消費者協会
電話／ 32-8193

恵庭市花と緑・観光課
＊はなふるでいず
　花の拠点はなふる内「虹色の鳥」にて1年
草のお片付けをしませんか？　お片付け後、
お花のお持ち帰りもできます!　（ケイトウの
レッドクリフ・ センニチコウ・クレオメ等）要
申込、参加無料。
とき／10月23日（土）10時～11時30（受
付9時30分から 開始10分前までにお越し
ください）
ところ／花の拠点はなふる内暮らしを恵む庭
（南島松）
定員／ 40人
持ち物／汚れても構わない服装でお越しく
ださい。気温が低くなってまいりましたの
で、防寒着の持参をお願いします。
問合せ・申込／花と緑・観光課
申込期限／ 10月22日（金）まで
電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭市郷土資料館
＊第8回カリンバ講演会
　演題・5世紀後半と8世紀の「恵庭」への
移住者。須恵器・土師器と分割礫から見た
恵庭の古代。参加無料、要申込。
とき／ 11月14日（日）10時～11時30分
ところ／恵庭市民会館2階大会議室（新町10）
対象／小学４年生以上
定員／ 50人先着
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館
講師／宮塚文化財研究所　宮塚義人
電話／ 37-1288

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

サッポロビール北海道工場
＊サッポロビールパークゴルフ場利用再開
　コロナ下で休止していたパークゴルフ場
の利用を再開しました。恵庭市には珍しい
林間コースが特徴となっており、4コース全
36ホールあります。初心者からベテランま
でお楽しみ頂けます。
期間／ 11月上旬まで、受付8時30分～
16時30分（プレー終了17時）
ところ／サッポロビール庭園内パークゴル
フ管理棟（戸磯542）
参加費／午前1人600円、午後1人500
円、中学生以下無料（中学生以下は、ファミ
リーコース限定）

持ち物／用具の無料貸出有り（数に限りが
ございます）
その他／予約できます（ただし到着順になり
ます）、予約なしの当日受付も大丈夫です。
団体予約は今期に限りお断りしています
問合せ・申込／サッポロビールパークゴル
フ場
電話／ 34-9300

ちとせモール
①Ｋ＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」 
とき／ 10月15日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②au・UQモバイル合同イベント
とき／ 10月16日（土）17日（日）10時～
19時
ところ／ 1階センター広場
③ベビーカステラ販売
とき／ 10月17日（日）9時～17時、19日
（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④道民共済「移動相談会」
とき／ 10月21日（木）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
①～④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。

稲穂サッカー少年団無料体験
＊フットサルから始めよう！
　スペインなど海外の指導資格保有者や経
験豊富な指導スタッフが、基本技術から楽
しく丁寧に指導します。サッカー未経験者も
大歓迎！　スポーツ大好きキッズのみんな、
ぜひこの機会に、技術と判断力を伸ばす稲
穂少年団のトレーニングを体験してみてく
ださい。
対象／年長～小学3年生までの男女（経験
は問いません。他学年も応相談）
とき／火～金、土日から学年により参加希
望日時を調整します。
ところ／千歳市内小学校の体育館、花園コ
ミュニティセンター体育館
参加費／無料
定員／なし
持ち物／サッカーボール（貸出可）、上靴、
動きやすい服装、飲み物
問合せ・申込み／稲穂サッカースポーツ少
年団
電話／ 090-9438-1625（木原）

生活応援フードパントリー
　先着30件分の食品を用意しています。
エコバッグ持参のこと。参加無料、予約も受
付中。毎月第3土曜日に開催予定。
とき／ 10月16日（土）11時～ 15時
ところ／ 1丁目テラス（千歳市幸町1丁目
16-1）
問合せ・申込／もったいなわ千歳
電話／ 080-6081-3936（岩本）

0円スマイルマルシェ千歳
＊フードパントリー
　千歳市内にお住まいのシングルマザーと
そのお子様を対象に、生活・子育てに必要な
「食」を支援する取り組みです。参加無料。
新型コロナウイルス感染防止対策のため、
前日までに要事前申込。
とき／ 10月23日（土）11時～ 16時
ところ／千歳市商店街振興組合連合会（千
歳市幸町1丁目9）
定員／ 50世帯
持ち物／エコバッグ
その他／フードバンクで頂いた寄贈食品を
提供するため、希望の食品が必ずご用意で
きるわけではありません。
問合せ・申込／えほんらいぶらりー千歳
電話／ 090-9754-7970（14時～）

第1回 千歳おさがり交換会
　リユース＆リサイクルのイベントです。家
庭にある着なくなった子ども服の寄付およ
び寄付された服を自由に持ち帰ります。参
加有料、要事前申込。
とき／ 10月30日（土）10時30分～15時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ
参加費／ 1世帯500円
申込期間／ 10月18日（月）から開始
申込／相互支援団体かえりんのウェブサイ
トから申込。「おさがり交換会　かえりん」

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20日（水）
10月29日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

 
苫小牧溶接協会

TwitterTwitter
はじめました!

最新情報を
ご紹介します！

@jwes_2021

0144-57-7587
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