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千歳市
ちとせ環境と緑の財団
＊第16回花と緑の写真コンテスト受賞作品展示会
　一般部門40点、スナップ部門36点の応募よ
り選ばれた受賞作品の展示を行います。観覧無
料。
とき／開催中～ 11月1日（月）まで 9時～ 20
時30分
ところ／道の駅サーモンパーク千歳
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）

ちとせっこ　ふれあっ展
　市内小中学校の特別支援学級に通う児童・生
徒による合同作品展です。観覧無料。
とき／ 10月28日（木）、30日（土）、31日（日）、
11月2日（火） 10時～17時（最終日は15時まで）
ところ／千歳市民ギャラリー 1F 展示ホール1
（千歳市千代田町5丁目7-1）
問合せ／千教振 障がい児教育部会
電話／ 23-1110（祝梅小学校・横内）

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／ 11月5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／ 11月5日（金）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
定員／ 15組
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。

チトセ市民芸術祭2021
＊総合作品展
　菊花展、総合華展、作品展（写真・工芸・書道
など）を開催します。入場無料。
とき／ 11月5日（金）～7日（日）10時～17時
（最終日は16時まで）
ところ／北ガス文化ホール（3階エントランスホ
ール、ホワイエ、中会議室、4階大会議室ほか）
問合せ／千歳市文化団体連絡協議会
電話／ 22-7170（神子）

野鳥と冬芽の観察会
　冬の訪れを感じる休暇村支笏湖園地で、野鳥
や樹木の冬芽を観察しながら散策します。パーク
ボランティアが案内を行います。協力の休暇村
支笏湖より「日帰り温泉半額券」をプレゼント。参
加無料、要申込。詳細はお問い合わせください。
とき／ 11月6日（土）9時30分～ 12時（9時
30分受付開始）
集合場所／休暇村支笏湖駐車場
定員／ 15人
持ち物／歩きやすい服装・靴、帽子、マスク、飲
み物、雨具、防寒着、ザック
申込期限／ 11月5日（金）17時まで
問合せ・申込／支笏洞爺国立公園管理事務所
電話／ 25-2350

千歳市埋蔵文化財センター
＊祝 世界文化遺産登録記念！　キウス周堤墓群
見学会
　ボランティアガイドが案内するバスツアー。史
跡キウス周堤墓群と千歳市埋蔵文化財センター
を見学します。参加無料、開催前日までに要申込。
定員／ 20人（小学4年生以上、対象年齢未満
でも保護者同伴で可）※先着順・定員になり次
第締め切り
とき／ 11月10日（水）、11月14日（日）9時
30分～ 11時40分
持ち物／マスク、雨具、飲み物
①②共通
集合場所／千歳市役所駐車場（千歳市東雲町2
丁目34）
その他／体調がすぐれない方はご遠慮くださ
い。開始時に検温を行います。状況によっては
変更・中止になる可能性があります。
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財センター
電話／24-4210（平日8時45分～17時15分）

じもじょき.netちとせ
＊11月の起業イベント
①起業の基礎オンラインセミナー（後日視聴可）
＊セルフブランディングを学ぶ～魅せ方上手にお
客様は寄ってくる～
　商品の方向性や魅せ方、店主本人の魅せ方を
変える事で集客も売上もUPさせる手法をレクチ
ャー。写真の撮り方、世界観の作り方をはじめと
して、SNSやウェブサイトのデザイン等、具体的
な「魅せ方のコツ」を学びます。
講師／河中 美穂 氏
とき／ 11月11日（木）10時～ 11時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／ 500円
定員／なし（完全予約制）
②SNS用画像の撮り方と文章・相談会～集客・

リピーターを増やそう！
　写真や画像・キャッチコピーが必須の時代。
SNSやウェブサイトでの「魅せ方のコツ」を学び、
個別に相談します。「私の場合どうしたら？」など、
具体的な事業ブランディングについて一人一人
の課題を解決！
講師／河中 美穂 氏
とき／ 11月18日（木）10時～ 11時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／ 1750円
定員／なし（完全予約制）
③「扶養内×フリーランス」先輩起業家トークセッ
ション
　千歳市内で活躍中の「扶養内×フリーランス」
の2人から、税金申告の方法や、家庭と仕事の
バランスのとり方のリアルを伺います。
講師／とやま えつこ 氏（個人デザイン事務所
《Design&Art FAM》）、藤森 さとこ 氏（ヨガ
教室トリーニ 代表）
とき／ 11月25日（木）10時30分～ 12時（ト
ーク終了後12時～ 13時まで交流会を開催）
ところ／中心街コミュニティセンター（千歳市幸
町4丁目30 千歳タウンプラザ3階）
参加費／無料
定員／ 25人（申込順、完全予約制） ※見守りス
タッフ常駐のキッズエリア有
①～③共通
申込／じもじょき．netちとせ　公式LINEアカウ
ントから申込
ＩＤ／＠849tuzgs
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598
FAX／ 22-8851

恵庭市
第39回全国都市緑化北海道フェア実行委員会
＊ガーデンフェスタ北海道2022音楽祭
　来年開催されるガーデンフェスタ北海道
2022に向けて、陸上自衛隊北部方面音楽隊と
北海道文教大学・文教大学附属高校混成チーム
による「花と緑」をテーマにした音楽際を行いま
す。参加無料。要申込。
とき／ 11月20日（土）13時開場、14時開演
ところ／北海道文教大学　鶴岡記念講堂（黄金
中央5-196-1）
問合せ／第39回全国都市緑化北海道フェア実
行委員会事務局
申込／インターネットまたはハガキにて。
申込期限／ 10月25日（月）～11月10日（水）
まで
電話／ 29-5989
ハガキ記載事項／グループ5人まで、申込は1
人につき１回（同伴者としての申込も１回）。代表者

（中学生以上）・氏名・生年月日・年齢・電話番号・
住所、同伴者（全員）・氏名・生年月日・年齢

恵庭市経済部花と緑・観光課
＊はなふるでいず リース作り体験会
　今年ももうすぐクリスマス！　これまでリース
を飾ったことがない・作ったことがない方にもお
すすめのリース作り体験会を、「はなふる」のガ
ーデナーの森由佳さんを講師に開催します！　初
めての方にもおすすめのお手頃なリースとなり
ますので、どなたでも大歓迎！　要申込。
とき／ 1回目・11月26日（金）、2回目・11月
27日（土）10時～ 12時30分
ところ／花の拠点はなふるセンターハウス （南
島松828-3）
定員／各回15人
参加費／ 1000円（講師料・材料費込）
持ち物／剪定ばさみ、汚れてもよい服装、持ち
帰り用の袋
問合せ・申込／恵庭市経済部花と緑・観光課
申込期限／ 11月12日（金）まで（キャンセルの
受付も11月12日まで）
電話／ 33-3131（内線2524）

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29日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②道民共済「移動相談会」
とき／ 10月29日（金）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
電話／ 011-611-2456
③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「期日前投票所開設」
とき／ 10月29日（金）、30日（土）10時～ 18
時30分
ところ／ 2階スタジオアリス横
④au・UQモバイル合同イベント
とき／ 10月30日（土）、31日（日）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
⑤秋のダスキン祭り
とき／ 10月30日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥Ｋ＆Ａ Kichen Sugar「マラサダドーナツ販売」
とき／ 10月30日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦レインボーコットンキャンディ「綿あめ販売」
とき／ 10月30日（土）～ 11月1日（月）10
時～ 18時（10月31日（日）は午前9時から）
ところ／ 1階センター広場
⑧みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 10月31日（日）9時～17時、11月3日
（水・祝）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。

あとりえはぴねす展
　キルトとトールペイントの作品を展示します。
一部販売あり。観覧無料。
とき／ 11月1日（月）～ 11月30日（火）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

パンとおやつ市 7
　近隣人気店のおいしいパンやおやつ、コーヒ
ー、お茶など17店のほか、パンやおやつをモチ
ーフとした手づくり品が3店参加します。また、
会場前の広場には選りすぐりのキッチンカーが出
店。ぜひエコバッグ持参でお越しください。
とき／ 11月7日（日）10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ　アトリウ
ム＆アトリウム前広場（千歳市柏台南1丁目2-1）
その他／新型コロナウイルス感染拡大防止対策
を行います。マスク着用、手指消毒にご協力くだ
さい。当日体調の悪い方は、来場をお控えくだ
さい。新型コロナウイルス感染拡大状況により、
日程延期・中止となる場合があります。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマグチ）

LDH大好きさんあつまれ～！
　LDHファンの方、大好きなグループの情報交
換をしましょう。参加有料（ドリンク付）、要事前
申込。
とき／ 11月11日（木）13時30分～ 15時
ところ／イロイロリビング内よろず屋Cafe（千
歳市幸町1丁目15）
参加費／ 500円（ドリンク付）

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

11月3日（水）
11月12日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

※ご相談、お問い合わせは下記市役所
　窓口又は左記全日北海道本部まで！プロジェクト1000北海道本部会員

プラス年会費（月割）
弁済業務保証金分担金60万円含む
詳しくは、下記全日北海道本部又は道央ブロック事務局までお問合せください。

入会金減額
キャンペーン
80

公益社団法人

道央ブロック事務局

全日本不動産協会
北海道本部

〒064-0804 札幌市中央区南４条西６丁目11-２全日ビル２階
TEL（011）232-0550　FAX（011）232-0552

〒066-0036 千歳市北栄１丁目27番6号
TEL・FAX（0123）29-7726　

株式会社
ジョイトーク内

万
円入会金

2022年3月末日まで

☎（0123）33-3131
恵庭市役所

☎（0143）85-2111
登別市役所

☎（0144）22-6111
苫小牧市役所

空き家等対策に関する協定書締結市役所（4市）
室蘭市役所
☎（0143）22-1111

恵庭地区
【幹事】株式会社 アプコ・コーポレーション
■ 有限会社 アート建築事務所
■ 株式会社 e home
■ 有限会社 熊谷組
■ 恵千都市開発株式会社
■ 株式会社 セット恵庭店
■ 株式会社 灘商
■ 株式会社 パワー・ステーション恵庭店
■ 株式会社 ほくほく商会
千歳地区
【ブロック長】株式会社 三喜建設
【副ブロック長兼事務局長】株式会社 ジョイトーク
【幹事】株式会社 イケスギ
【会計幹事】株式会社 タートルエステート
■ 株式会社 アイワ不動産
■ 有限会社 アシスト
■ 株式会社 アプコ・コーポレーション千歳店
■ 株式会社 生杉建設
■ 株式会社 生杉工房
■ 池田建総株式会社
■ 有限会社 エコファインエンジニアリング
■ 株式会社 Sumica

■ 株式会社 トワ・ピリエ千歳店
■ 株式会社 パワー・ステーション千歳店
■ 合同会社 ビーラインズ
■ 株式会社 ペイフォワード
■ 株式会社 ヘルメス
■ 北海道ブレイズ株式会社千歳営業所
苫小牧地区
【会計幹事】有限会社 川上技建
■ 有限会社 イトウホーム苫小牧店
■ 株式会社 絆アクシア
■ 有限会社 住環
■ 有限会社 住宅工房
■ 株式会社 セゾン
■ たいせつ総合サービス株式会社
■ 株式会社 テイアンドエス
■ 有限会社 苫小牧管財
■ 宝英商事株式会社
■ 北登建設工業株式会社苫小牧営業所
■ 株式会社 ワールドコーポレーション
室蘭地区
【副ブロック長】株式会社 三鈴
【幹事】室蘭不動産株式会社
【幹事】株式会社 グローバルゲイト

■ 有限会社 イトウホーム
■ ＡＦJ
■ 株式会社 川田建設工業
■ 株式会社 生杉建設
■ 株式会社 しんどう不動産
■ 有限会社 スタートム
■ 株式会社 トワ・ピリエ
■ 株式会社 ハウスパートナー
■ 北都通商株式会社
■ 有限会社 森組興業
■ 株式会社 森賃貸住宅サービス
日高・白老・登別・伊達地区
■ 大野木材株式会社（浦河町）
■ 株式会社 マルセイ（浦河町）
■ 株式会社 マルニ中村不動産（新ひだか町）
■ ケイセイマサキ建設株式会社（新冠町）
■ 大協産業株式会社（新冠町）
■ 有限会社 天海地研（白老町）
■ 株式会社 はくねん（白老町）
■ 合同会社 立岩-Viking（登別市）
■ 株式会社 原不動産（登別市）
■ 株式会社 ブルーウッド（登別市）
■ 株式会社 フェルン（伊達市）

道央ブロック会員




