ちゃんと
申込／下記電話番号までショートメールにてお申
し込みください。
問合せ・電話／ 090-7514-1917（佐藤）

卓球スポーツ少年団

＊小学生無料体験教室
目指せ卓球上達！ 仲間と一緒に汗を流そう！
参加無料、ショートメールで申込必要。
とき／① 11 月 13 日（土）14 時〜 17 時 ② 11
月 18 日（木）18 時 30 分〜 20 時
ところ／①富丘コミュニティセンター（千歳市富
丘 4 丁目 12-16）②千歳市開基記念総合武道館
（千歳市あずさ 1 丁目 3-1）
申込期限／① 11 月 12 日（金）18 時まで ② 11
月 17 日（水）18 時まで
持ち物／運動できる服装、運動靴、タオル、飲み
物 ※ラケットは貸し出し致します。
その他／保護者の方の同伴をお願いします。マ
スク着用、当日の検温など、新型コロナウイルス
感染防止にご協力をお願いします。
問合せ・申込／千歳卓球スポーツ少年団（12 〜
13 時、18 〜 21 時）
電話／ 090-1380-9216（唐澤）※ショートメー
ルに希望日、氏名、性別、学年、連絡先を入力し
てください。

恵庭市市民活動センターからのお知らせ

じっくりと活動を体験できる ツナガル・ウイ
ーク を開催します。会場は主にえにあすです。
事前の申し込みが必要なものがあります。詳しく
は「えにわ知恵ネット」をご覧ください。
① Shines color
手相、タロット、西洋占星術の 3 種の占法で占
います（生年月日、生まれた場所・時間が判ると
尚可）
。要予約。
とき／ 11 月 3 日（水・祝）10 時〜 12 時
参加費／ 1000 円
定員／ 10 名（1 人 10 分）
申込先／ 090-6878-7185（山田）
②日本車椅子レクダンス協会
車椅子に乗ってリズムに合わせて遊ぼう！ 手
遊び歌にのせて、簡単なダンスを行います。車椅
子の安全な使用方法についてもお知らせします。
とき／ 11 月 4 日（木）10 時〜 12 時
参加費／無料
対象／どなたでも
その他／参加者に手作り小物のプレゼント有り
（数量限定）
③ Yoga KULA
たのしく、ゆる〜く体験ヨガデー 初めての方
でも、からだが硬くても大丈夫です！ ヨガを楽
しみましょう！ 疲れがとれてリフレッシュ ? マ
ットが無くても OK！ 要予約。
とき／ 11 月 6 日（土）10 時 30 分〜 11 時 40 分
参加費／ 600 円
定員／ 10 名
持ち物／ヨガマット（大判バスタオル可）
、水分、
タオル、ブランケット
④恵庭カワセミの会
バードフィーダー（エサ台）
、バードコール（鳥
笛）を手作りしよう 会場内で、鳥の声や映像も
紹介します。
とき／ 11 月 7 日（日）9 時 30 分〜 11 時 30 分
参加費／無料
⑤特別講演会
どうぶつ達が教えてくれた夢見る力 釧路市
動物園、そこに棲む動物たちを通じた命のお話
しや、夢見る事の素敵さを、講師の体験から楽し
くお話しいただきます。動物パネル展も同時開
催します。要予約。
とき／ 11 月 7 日（日）10 時 30 分〜 11 時 30 分
定員／ 50 名
参加費／無料
講師／山口良雄さん（釧路市動物園元園長）
⑥寿泉書道サークル
書道作品の展示と体験会 初めての方も、お
久しぶりな方も気軽に書道に触れてみませんか
とき／ 11 月 7 日（日）11 時〜 13 時

参加費／無料
⑦まちスポ恵み野＆つなぐ me
お下がり交換会
とき／ 11 月 10 日（水）10 時〜 13 時
会場／まちづくりスポット恵み野（恵み野里美
2-15 フレスポ内）
定員／完全予約制
参加費／ 100 円（袋代）
問合せ先／まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232
⑧美しいまちづくり恵庭ネットワーク
いいね♪花のある生活 家庭の中にあるもの
を使って花器を手作り。花を活けて癒しのひと時
を。要予約。
とき／ 11 月 13 日（土）13 時〜 15 時
参加費／ 300 円
定員／ 10 名（親子可）
⑨ NPO 法人おはな
サロンおはな おはなの活動紹介、つながり
サポート女性支援事業（生理用品の配布）を行い
ます。
とき／ 11 月 20 日（土）10 時〜 12 時
参加費／無料
⑩家庭教育ナビゲーターはぴナビネットワーク
はぴナビカフェあたしんち ママによるママの
ためのお喋りカフェ
とき／ 11 月 26 日（金）10 時〜 11 時 30 分
参加費／無料
①〜⑩共通
その他／新型コロナウイルス感染拡大の状況に
よっては、変更や中止となる可能性があります。
申込方法／電話にて申込（平日 9 時〜 17 時）
問合せ・申込／ NPO 法人恵庭市市民活動セン
ター運営協議会
電話／ 34-7000（平日 9 時〜 17 時）

えにわ市民プラザ・アイル 11 月の行事予定

①アイル「おりがみサークル作品展」
小さな紙切れが不思議な立体に変化。体験も
できます。
とき／ 11 月 2 日（火）〜 13 日（土）10 時〜 16 時
②アイル「絵手紙サークル作品展」
＊絵手紙の楽しさを…誰かに伝えたくて
生徒さんたちの傑作を見に来てください。
とき／ 11 月 19 日（金）〜 29 日（月）10 時〜
16 時
③ベルカップのクリスマスアレンジ
＊花のある暮らし
コロンとかわいいベル果実の皮の器に、クリス
マスカラーのプリザーブドフラワーをアレンジ！
オーナメントとしても楽しめますよ！ 要申込。
とき／ 11 月 16 日（火）10 時 30 分〜 12 時
定員／ 4 人（申込順）
④初めての鍼灸体験
＊体の中から健康に
ひとりひとりに合ったはり・きゅう治療を行い
ます。自宅への訪問治療のご相談もお受けいた
します。裾のまくりやすいズボンでお越しくださ
い。要予約。
とき／ 11 月 9 日（火）10 時 30 分〜 13 時
参加費／お問合せください。
定員／ 3 人（申込順）
⑤タロット占い
タロットカード、西洋占星術、手相の 3 つの占
術で占います。迷いや悩みの答えはあなたの心
の中に。要予約。
とき／ 11 月 10 日（水）13 時 30 分〜 15 時 30 分
参加費／お問合せください。
定員／ 5 人（申込順）
⑥チョークアートのワークショップ
オイルパステルを使ってブラックボードに絵を
描く新しいアートです。下絵があるので、塗り絵
感覚でお楽しみいただけます。要予約。
とき／ 11 月 20 日（土）10 時 30 分〜 12 時
参加費／お問合せください。
定員／ 5 人（申込順）
⑦フットケア体験
＊足もとから美容と健康を考える

第49回衆議 院議 員総 選挙
第25回最高裁判所裁判官国民審査

千歳市
からの
お知らせ

10月31日

は投票に行こう

投票時間

7:00〜20:00 ※農民研修センターと支笏湖市民センターは、7:00〜19:00

投 票 所

千歳市ホームページ内トピックス「第49回衆議院議員総選挙」のページ
に掲載しています。https://www.city.chitose.lg.jp/docs/19329.html

期日前投票所

仕事や旅行の予定があり、投票日当日に投票ができない方は、期日前投票をご活用ください。

日にち

投票時間

10月20日
（水）
〜
30日
（土）

8:30〜20:00

臨時期日前投票所
日にち

投票時間

10月29日
（金）
30日
（土）

10:00〜18:30

ところ

千歳市役所本庁舎
１階市民ロビー

住所（対象）

千歳市東雲町２丁目34番地
（千歳市内にお住まいの方）

上記以外に以下の日程で臨時期日前投票所を開設します。

ところ
ちとせモール2階
スタジオアリスさん横

住所（対象）
千歳市勇舞8丁目1番1号

（千歳市内にお住まいの方）

新型コロナウイルス感染症防止対策へのご協力をお願いします
●投票所にお越しの際は、
「マスクの着用」
「出入口での手指消毒」
「咳エチケット」にご協力をお願いします。
●投票用紙に記載するため、ＨＢの鉛筆やシャープペンシルを持参することができます。
●「３密」防止のため、前後の方との間隔を広く開けてお並びください。
また、入場の際にお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ／千歳市選挙管理委員会事務局（本庁舎地階） TEL 0123-24-0795

2021 年 10 月 29 日（金）

爪切り（巻き爪、肥厚爪などでも OK）
、角質ケ
ア（タコ、ウオノメのケアなど）
、時間内でケアし
ます。要予約。
とき／ 11 月 22 日（月）11 時〜 14 時
参加費／お問合せください。
定員／ 5 人（申込順）
⑧パワーストーンブレスレットの浄化とゴム交換
家で眠っているパワーストーンのブレスレット
などのゴム交換と浄化をします。しばらく身に着
けていないものでもキレイにしてあげましょう。
お預かりも承ります。要予約。
とき／ 11 月 20 日（土）13 時〜 15 時
参加費／ 100 円〜
定員／ 5 人（申込順）
講師／ Cait・Sith 青木さん
⑨アクセサリーのメンテナンス
真珠のネックレスの糸替え・宝石などの洗浄・
指輪のサイズ直し。要予約、前日まで。
とき／ 11 月 13 日、27 日いずれも土曜日、13
時〜 15 時
参加費／ 500 円〜
定員／ 5 人（申込順）
講師／吉田さん
⑩写真整理相談会
思い出がつまった写真やアルバムを楽しく整
理するアドバイスをいたします。スマホやデジカ
メ写真もお任せください！ 個別でお一人ずつ
相談をお受けします。。
とき／ 11 月 9 日（火）10 時 30 分〜 13 時
参加費／ 500 円
定員／ 5 人（申込順）
講師／写真整理フォトカス うえのさん
①〜⑩共通
開館時間／ 10 時〜 17 時 ※日曜・祝日は休館
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・ア
イル（恵庭市本町 110）
電話／ 39-3355
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恵庭菊愛好会

＊菊花展「えにアートギャラリー」
花の拠点はなふるにて、恵庭菊愛好会によっ
て制作された、秋の風物詩である「菊」の展示会
を開催します。レパートリー豊かな菊花の世界を
ぜひご覧ください。
とき／ 11 月 3 日（水・祝）〜 4 日（木）9 時〜
17 時
ところ／花の拠点はなふるセンターハウス 1 階
（南島松 828-3）
問合せ／恵庭市社会教育課
電話／ 33-3131（内線 1714）

ガーデンシティ恵庭

＊はなふるスカイランタンまつり2021
はなふるガーデンの花の妖精「エニティ」の誕
生を祝う、楽しいイベントを開催！ 願い事を書
いたランタンが恵庭の夜空に浮かびます。
とき／ 11 月 6 日（土）16 時 30 分ランタンリリ
ース予定
ところ／花の拠点はなふるガーデンエリア中央
芝生公園（南島松 828-3）
問合せ／花の拠点はなふる総合案内所
電話／ 29-6721

新日本婦人の会

恵庭支部

＊高校生の「原爆の絵」展
広島の高校生が被爆者の話を元にあの日の様
子を絵で再現、被爆体験を聞いた高校生が悩み
苦しみながら描いた絵の 40 点です。被爆者と高
校生のコメントも添えられています。ぜひ、足を
お運びご覧ください。
とき／ 11 月 9 日（火）〜 14 日（日）9 時 30 分
〜 19 時（初日 11 時から、最終日 17 時まで）
ところ／恵庭市立図書館本館ギャラリー（住所）
問合せ／新日本婦人の会 恵庭支部
電話／ 36-7801（高橋）

ヨガセラピー

①乳がん経験者のためのヨガ
無理のない範囲で少しづつ体をほぐし、心に
も優しい時間を過ごしましょう。インストラクタ
ーもがん経験者です。他のがん種の方もご参加
いただけます。お気軽にお問い合わせください。
とき／ 11 月 6 日、20 日いずれも土曜日、10 時
30 分〜 11 時 45 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町 2-1-1）
対象／乳がん患者さん・その家族・友人等（女
性限定）
②シニアヨガ
膝や腰に不調のある方・体力に自信のない方
でも、椅子やタオルを使用して無理のない範囲
で身体を動かし、体力の維持・向上を目指しまし
ょう！
とき／ 11 月 3 日（ 水・祝 ）
、17 日（ 水 ）
、10 時
30 分〜 11 時 30 分
対象／ 60 才以上の方
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり（大町
1-5-7）
③やさしいヨガ
きついポーズや激しい動きはありません。ヨ
ガが初めての方や身体がかたい方、運動が苦手
な方でもご参加頂ける内容です。ゆったりと呼吸
を整え、心身を解きほぐしましょう。
とき／ 11 月 13 日、27 日いずれも土曜日、10
時 30 分〜 11 時 30 分
対象／どなたでも
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町 2-1-1）
①〜③共通
参加費／ 700 円（初回無料）
定員／各回 5 人
持ち物／裸足になれるジャージ等の動きやすい
服装、あればヨガマット（無料貸出あり）
、長めの
タオル、飲み物
問合せ・申込／一般社団法人日本ヨガメディカ
ル協会認定ヨガセラピスト 吉田直子
申込期限／前日までに要申し込み（キャンセル料
は一切かかりません）
電話／ 090-1641-6933（ショートメール可）

次回の掲載は 2022 年 4 月 29 日発行の
ちゃんと 815 号です。お楽しみに ! ！

サロン おはな

①がん患者・家族・遺族会
患者さんやその家族、遺族など、同じ立場の
人が、お互いの悩みや不安を共有し、情報交換
をする場です。がん患者さんをサポートするた
めの、様々な事業をみんなで考えていきます。
秘密厳守ですので、安心してご参加ください。参
加無料。
とき／ 11 月 13 日（土）11 時〜 15 時
②居場所ふれあいサロンおはな
恵庭に越してきたばかりでお友達を作りたいけ
ど…。誰かに話を聞いて欲しい…。ワンオペ育児
は疲れる…。1 人暮らしでひとりは寂しい…。情
報が欲しい…。ひきこもり、不登校問題…。など
など、どなたでも参加できます。参加無料。
とき／ 11 月 13 日（土）18 時〜 20 時
①②共通
ところ／緑と語らいの広場えにあす ２階クッキ
ングスタジオ（緑町 2-1-1）
その他／オンライン対応ご希望の方は、ホーム
ページ、公式 LINE、お電話にて事前にお申し込
みください
（代表 石上）
問合せ・申込・電話／ 080-4044-8313

恵庭ライブミュージック実行委員会

＊Bill Rings コンサート
ヴァイオリン（瀧本志保）コントラバス（斉藤正
樹）ピアノ（福由樹子）
トリオが卓越したテクニッ
クで織りなす美しい演奏。ジャズ、タンゴ、アイ
リッシュ他、オリジナル曲を中心に演奏。
とき／ 11 月 16 日（火）18 時 30 分開場、19 時
開演
ところ／恵庭市民会館中ホール（新町 10）
チケット代／ 2500 円（チケット取扱：恵庭市民
会館、地域 FM 放送 e-niwa）
持ち物／マスク着用
問合せ／恵庭ライブミュージック実行委員会
電話／ 090-7643-3225

仲間募集

千歳スキースポーツ少年団

団員募集

＊入団式は 11 月 20 日（土）15 時〜 ダイナック
スアリーナ 2 階会議室で行います。
対象／小学 2 年生〜中学 3 年生
活動期間／ 11 月 20 日（土）〜 2022 年 3 月 6
日（日）の土・日曜日（月 6 回程度）
練習場所／長沼スキー場、千歳市民スキー場など
参加費／年間団費 9000 円（スキー場での保険
代含む）
その他／表彰制度あり（優秀団員、皆勤賞）
申込期限／ 11 月 20 日（土）
問合せ・申込／千歳スキースポーツ少年団 団
長・久野（ひさの）
まで電話もしくは入団式で申込
電話／ 27-8733（ひさの）

