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千歳市
げんき茶屋
＊管理栄養士が地域の皆さまの健康をサ
ポート
　管理栄養士による栄養ミニ講座、栄養
相談、よろず相談、資料配付などを行いま
す。買い物ついでにお話ししていきません
か。参加無料、申込不要。栄養相談をご希
望の方は事前のご予約も承ります。
とき／ 10月25日（月）10時～11時30分
ところ／ちとせモール センター広場 （千
歳市勇舞8丁目1-1）
その他／新型コロナウイルス感染症の状
況により急遽中止することがございます。
問合せ／千歳市社会福祉協議会 地域福
祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市立図書館
＊秋の読書週間事業「ブラインドブック～
本の世界を広げてみませんか～」
　本のタイトルや著者などの情報を隠し、
おすすめのコメントのみをヒントに本を選
ぶ「ブラインドブック」の展示・貸出を行
います。中身は開封してのお楽しみ！　先
着100冊、なくなり次第終了。
対象／高校生以上
とき／ 10月27日（水）～11月9日（火）
ところ／千歳市立図書館 1階 閲覧コー
ナー（千歳市真町2196番地の1）
問合せ／千歳市立図書館
電話／ 26-2131

北星病院 令和3年度 第2回 健康
教室
＊転倒予防について
　理学療法士による転倒予防についての
講話、転倒予防チェック、簡単な運動を行
います。参加無料、前日17時までに要事
前申込。
とき／ 10月28日（木）13時～14時（開
場は12時30分から）
ところ／北星病院 通所リハビリセンター 
2階（千歳市清流5丁目4-2）
講師／リハビリテーション科　長山　裕史
（理学療法士）
持ち物／上靴
問合せ・申込／北星病院 リハビリテーシ
ョン科
電話／ 24-1121（リハビリテーション科　
澤野）

令和3年度 第10回学校開放講座
＊ジュニアレスリング教室
　小学4～ 6年生と中学生を対象に、レ
スリングの楽しさを体験する講座を実施
します。都合のつく日の参加だけでも構
いません。定員に達するまで随時募集。
詳細はお問い合わせください。
対象／小学4～ 6年生および中学生
とき／ 10月28日、11月11日、25日、
12 月 9日、23日、1月 27日、2月 17
日、3月17日（いずれも木曜日）17時
30分～ 19時
ところ／北海道千歳北陽高等学校 格技場
（千歳市北陽2丁目10-53）
定員／ 10人程度

参加費／年間1500円（スポーツ安全保
険代、北海道レスリング協会登録費、雑費）
持ち物／室内用シューズ（脱げにくいも
の）、ジャージなど運動に適した服
その他／新型コロナウイルス感染拡大の
状況により、中止となる場合があります。
問合せ・申込／北海道千歳北陽高等学校
電話／ 24-2819（屋敷、小窪）

公立千歳科学技術大学
＊2021年度第7回タウントーク「大変革
時代に求められる人材と教育」
　Zoomウェビナーを使用。どなたでも
参加可能です。詳細は、本学の地域連携
センターウェブサイトからご確認くださ
い。参加無料、申込不要。
講師／公立千歳科学技術大学 理工学部 
電子光工学科　山中　明生 教授
とき／ 10月28日（木）19時～ 20時
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
定員／ 100人（先着順、定員になり次第
締切）
問合せ／公立千歳科学技術大学地域連携
センター
電話／ 27-6192（平日9～ 17時）

恵庭市
恵庭市介護福祉課
＊介護教室「今日からもれないおむつのア
レコレ」
　最新のオムツ事情と、もれない交換方
法をあなたに伝授!　今日からもれないオ
ムツ交換で、介護負担の軽減を図ります！　
現在、介護をしている方、これからのため
に知っておきたい方など、皆さんのご参加
をお待ちしております。参加無料、要申込。
とき／ 11月11日（木）10時～ 11時
ところ／緑と語らいの広場えにあす1階
ホール（緑町2-1-1）
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33－3131（内線1221）

恵庭商工会議所
＊恵庭おもてなし英会話講座
　「英語の勉強をなかなか続けられない
…」「コロナ禍で英語から遠ざかってしまっ
た」と言う方のための講座です！　第1回
は「続けられる英会話はじめの一歩　差
をつける道案内」第2回は「接客英会話と
少しの雑談のコツ」をテーマに学びます。
参加特典として特産品のお菓子がもらえ
ます！　要予約。
とき／第1回11月11日（木）、第2回
11月30日（火）、14時～ 15時30分

ところ／恵庭商工会議所（京町80）
参加費／各回1000円
問合せ・申込／恵庭商工会議所　丸本
申込期限／第1回10月29日、第2回
11月19日いずれも金曜日
電話／ 34-1111

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 10月23日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②食生活改善協議会　食生活フェア「コ
ツコツ行こうぜ生涯骨太」
とき／ 10月23日（土）10時～ 15時
ところ／ 1階センター広場
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 10月24日（日）9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24日（日）10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
⑤千歳市生活支援体制整備事業「げんき
茶屋」
とき／ 10月25日（月）10時～11時30分
ところ／ 1階センター広場
⑥燻製と檸檬Bitters「燻製サンド＆レモ
ネード販売」
とき／ 10月25日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦秋のダスキン祭り
とき／ 10月25日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑧ベビーカステラ販売
とき／ 10月26日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑧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。

10月体調改善コア体操教室のお
知らせ
　背骨周りを整えたりリンパを流すこと
で、体の歪みを整える体操を簡単にお伝
えします。痛みやコリが辛い方、部活動
で身体を故障している方にオススメです。
詳しくはお問い合わせください。
とき／①毎週火曜日、木曜日（計8回）
10時～ 11時　※女性のみ
参加費／ 800円
とき／②日曜夜クラス（10月24日）19

時～　※男女問わず
参加費／ 1200円
①②共通
ところ／東雲会館　4号室（千歳市東雲
町1丁目10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタオル
2枚
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124
（カミコヅル）

東書道教室作品展
　書道教室の作品と手工芸を展示しま
す。観覧無料。
とき／開催中～10月30日（土）11時～
18時 ※日曜は休み
ところ／ギャラリー左岸（千歳市清水町4
丁目19-2 むつみ屋商店内）
問合せ・電話／ 23-3363

ハロウィンの三日月リース講座
　三日月型のハロウィンリースを作りま
す。子連れ参加もOK！　詳細はお問い合
わせください。
とき／ 10月22日（金）10時～11時30分
ところ／住まいのリフォームCafe SUMAI
（千歳市北陽6-4-18）
参加費／ 2000円
定員／ 4人（先着順）
問合せ・申込／住まいのリフォームCafe 
SUMAI
電話／ 090-9514-8722（南雲）

みんなでつくるまちなかマルシェ
＊日常に、ちょっとの祝祭を
　ドライフラワーやハーブティー、アクセ
サリーに生活雑貨など、日々の暮らしにち
ょっとわくわくな非日常を添えるイロイロ
リビングのお気に入りを集めたマルシェ
です。詳しくはイロイロリビングのホーム
ページをご覧ください（イロイロリビング
で検索）。
とき／ 10月23日（土）11時～ 15時
ところ・問合せ／イロイロリビング（千歳
市幸町1-15）
電話／ 090-6872-6579（坪田）

デュエルマスターズカードゲーム
大会
　小学生に大人気のカードゲーム「デュエ
ルマスターズ」の大会を行います。カード
がもらえるじゃんけん大会もあります（参
加者のみ）。参加無料、事前予約必要。
とき／ 10月24日（日）16時15分受付
開始、16時30分スタート
対象／小学生以下
定員／ 16人（先着順）
その他／参加者はマスクの着用をお願い
します

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27日（水）
11月5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

ちゃんと唐揚げ1グランプリ結果発表 ご利用店舗数
総合順位

●当選された方には電話にてご連絡いたします。

中津からあげ専門店 からあげ大吉
山沢仕出し店

アジアンマーケット Go coo

恵庭市漁町200番地 
TEL:0123-32-3159

千歳市新富2丁目1-4 
TEL：0123-25-3506

「唐揚げの聖地」大分県中津市で大人気! 深みのある味とザクザクとした食感の唐揚げ

メディアでも取り上げられている札幌中国料理布袋のジューシーで大きな「布袋ザンギ」

鶏のむね肉と手羽の間にある希少部位を使った脂肪が少なく ジューシーな肉質の唐揚げ

千歳市花園2丁目4-2
道の駅サーモンパーク内
TEL:0123-22-2181

9月２０日まで行われた「ちゃんと唐揚げ1グ
ランプリ」に多数ご応募いただきありがとうご
ざいます。10月11日メディアコム社屋にて、抽
選人にキリンビール北海道千歳工場の森木博
之工場長、総務広報担当の千葉令奈さんを迎
え「ちゃんと唐揚げ1グランプリ、キリン一番
搾りプレゼント」の抽選会が行われ「キリン一
番搾り」350mL6缶コース20名、24缶コース
5名の当選者が決定いたしました。

プレゼント抽選&結果発表

たくさんのご応募ありがとうございます。恵庭千歳の
飲食店様のご協力のもとコロナ禍にもかかわらず
無事開催できましたことを心より御礼申し上げます。
当選された皆様には今一度お気に入りの「唐揚げ」を
ご購入のうえ「キリン一番搾り」と一緒に食欲の秋を
愉しんでいただけたら幸いです。

KIRIN一番搾りPRESENTS

キリンビール北海道千歳工場 工場長 森木博之

ちゃんと唐揚げ1グランプリ


