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千歳市
ちとせ産応援キャンペーン・抽選会 
in 道の駅
　参加者全員にちとせの特産品が当たる抽
選会を実施します。期間中に、道の駅（ロー
ソンを除く）の館内でお買い物をした方を対
象に、お買い上げ1000円ごとに抽選券（1
枚で1回抽選）1枚、200円ごとに抽選補
助券（5枚で1回抽選）をお渡しします。景
品のほかに「ちとせの卵」ロゴ入りエコバッ
グまたは除菌シートをプレゼント。抽選は、
景品がなくなり次第終了します。
とき／ 11月6日（土）、7日（日）9時～15時
ところ／道の駅 サーモンパーク千歳（千歳
市花園2丁目4-2）
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産業政策
担当）
電話／ 24-0116

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業
　健康や認知症と運転に関する講話や自宅
でできるトレーニングの紹介などを行いま
す。参加無料。
対象／千歳市民
とき／ 11月9日（火） 13時30分～ 15時　
※毎月第2火曜日
ところ／千歳市社会福祉協議会（千歳市東
雲町1-11）
問合せ・申込／千歳市介護予防センター（し
あわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

千歳恵庭地域助産師会
＊妊婦さん向け教室
　赤ちゃんにとっての「気持ちいい～安心
～」って？ 赤ちゃん目線で産後の生活を考
えましょう。心と身体をすくすく育てるため
の0歳期に大切な関わりについてお話しし
ます。参加無料、要申込。詳細はお問合せ
ください。
とき／ 11月15日（月）10時～11時30分
（ティータイム付き）
ところ／助産院はぐくみ（千歳市勇舞5丁目
4-7）
問合せ・申込・電話／ 080-3232-1624（助
産院はぐくみ 渡部）

神経難病患者と家族の交流会
　ALSを初めとする神経難病患者の療養と
介護で感じる問題点や悩みを話し合う会で
す。申込不要、直接会場へお越しください。
参加無料。
とき／ 11月17日（水）10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階（千歳

市東雲町1丁目11）
問合せ／日本ALS協会北海道支部 千歳支会
電話／ 090-8638-0297（支会長・澤口）

令和3年度 ちとせ市民ふくし講座
＊地域づくり編「コロナ禍で考える 気にかけ
合う地域づくりとは」
　地域づくりに関する講演をオンラインで
配信し、会場で視聴します。オンライン参加
も可能です。参加無料、要事前申込。詳細
はお問い合わせください。
講師／ご近所福祉クリエーター 酒井　保 氏
対象／千歳市民、支え合いの活動に関心が
ある人
とき／ 11月17日（水）13時30分～15時
ところ／ Zoomで各会場に同時配信（オン
ライン参加も可）。鉄東コミュニティセンタ
ー（定員18人）、北桜コミュニティセンタ
ー（定員18人）、富丘コミュニティセンター
（定員13人）、向陽台コミュニティセンター
（定員25人）、千歳市社会福祉協議会（定
員15人）
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
FAX／ 27-2528

令和3年度 ミナクールサロン
＊オンラインでサロン
　オンライン（Zoom）で、団体の紹介とワ
ークショップを行います。Zoom利用方法
のサポートもあり（要相談）。参加無料、要
申込。
①おはなしの会 ピノキオ「さぁ！ いこう おは
なしの国へ」
とき／ 11月17日（水）14時～ 15時
②フラサークル ウルヴェヒラニ「Let`s 
Hula！ 踊ってみようフラダンス」
とき／ 11月18日（木）14時～ 15時
申込期間／受付中～11月16日（火）まで
＊市民活動井戸端会議
　「団体の中でウェブ会議を取り入れたい
が、難しくて・・・」「書面会議ってなに？」「コ
ロナ禍で活動はどうしてる？」など、団体運
営に関するアレコレ、情報交換しませんか？　
参加無料、要申込。
①ミナクールでの会場開催
とき／ 11月20日（土）13時30分～ 1時
間程度
ところ／千歳市民活動交流センターミナク
ール（オンライン参加も可）
定員／会場5人程度、オンライン10人程度
②Zoomを利用したオンライン開催
とき／ 11月24日（水）19時～ 1時間程度
ところ／ご自宅などからZoomを利用
定員／ 10人程度
①②共通

対象／市民活動に携わっている人、市民活
動団体の運営に興味のある人
申込方法／希望日の3日前までに申込み。
名前、連絡先、所属団体名、話したい内容
についてお伺いします。
その他／新型コロナウイルスの感染状況に
より、オンラインのみの開催となる場合があ
ります。
①②共通
問合せ・申込／千歳市民活動交流センター
ミナクール（毎週月曜日、毎月最終金曜日
は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～ 20時
30分）

ユニバーサルマナー検定3級 in 千歳
　高齢の方や障がいのある方への適切なサ
ポート方法を学びます。参加有料、要事前
申込。
とき／ 12月4日（土）10時～ 12時
ところ／北ガス文化ホール（千歳市民文化
センター）　4階　大会議室
参加費／ 1000円
申込締切／ 11月26日（金）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

流通・実務セミナー「オシャレに見
える手描きPOP」
　初めてでも大丈夫！　POP歴33年の講師
から、アイキャッチ力のある手描きPOPの描
き方を習います。参加無料、要事前申込。
講師／星野 真美 氏（1級POP広告クリエ
イター、1級販売士）
対象／どなたでも
とき／ 12月4日（土）15時～ 17時
ところ／千歳商工センター（千歳商工会議所）
定員／ 20人
その他／ POP描きに使うペンなどは当日貸
し出します。
申込締切／ 11月25日（木）
問合せ／ちとせ販売士会
電話／ 090-9752-3571（田所）
申込／千歳商工会議所総務課
電話／ 23-2175

公立千歳科学技術大学　2021年度 
第2回 公開講座
＊インターネットビジネスと知的財産権
　1990年代からはじまるインターネットビ
ジネスの発展と、知的財産権を利用したビ
ジネス戦略など、30年間の発展を概説しま
す。オンラインで開催。参加無料、要申込。
講師／三澤　明（公立千歳科学技術大学　
情報システム工学科 教授・工学博士）
とき／ 12月11日（土）14時30分～ 15
時30分
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
参加費／無料
定員／ 100人
問合せ／公立千歳科学技術大学地域連携セ
ンター
申込方法／「公立千歳科学技術大学　地域
連携センター」ウェブサイトよりお申込みく
ださい。
電話／ 27-6192（平日9時～17時）

恵庭市
恵庭商工会議所
＊恵庭商工会議所主催　合同企業説明会
　恵庭市内で働きたい方必見！　地元企業
で働くチャンスです。会員事業所17社が一
堂に会した説明会を開催します。新卒・中

途問わず、正社員の求人多数。参加無料。
とき／ 11月13日（土）11時～ 16時（受
付10時45分から）
ところ／恵庭市民会館2階大会議室（恵庭
市新町10番地）
対象／恵庭市内で働きたいすべての方、年
齢・経験・学歴は問いません
問合せ／恵庭商工会議所
電話／ 34-1111

まちづくりスポット恵み野
①作っちゃおう！　手作りラー油 
　農薬不使用にんにくなど、本格的な材料
を使って食べるラー油を作っちゃおう！　と
いう講座です。これさえあれば充実の食卓
に！　とっても香ばしくて美味しい無添加調
味料を知りましょう。100ccお持ち帰り付
き。要予約。
とき／ 11月12日（金）13時～ 14時
参加費／ 1500円
定員／ 8人
申込期限／ 11月10日（水）
講師／吉田澄美子さん（菜菜倶楽部） 
ところ／まちスポ恵み野（恵み野里美2-15
フレスポ恵み野内）
②しごとBAR
　さまざまな職業のひとが1日限定で形式
上のマスター（もしくはママ）になり、参加
者を迎えます。講演会やトークショーと異な
り、飲み物片手にリラックスして交流してい
ただくことが目的です。第10回目に登場す
るのは、プログラミング教室主宰鷲尾充報
さん。
プログラミング教室を通して、こどもたちに
「自信教育」を行う背景や未来論などを聞
いてみます。さて鷲尾マスターは何を語っ
てくれるかな？　参加無料（Junctionチャ
ンネルで生配信も行います）。
とき／ 11月26日（金）20時～ 21時
ところ／多目的スペースJunction（島松1
丁目28-10）
①②共通
問合せ・申込／まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232

青年海外協力隊北海道OB会
＊恵庭国際理解講座
　グアテマラ＆もしもお隣に外国人が越し
て来たら？　グァテマラで卓球の指導をして
きたJICA青年海外協力隊OG・中島花厘
さん（千歳出身）の活動体験&恵庭に住む
外国の人達が困ったことや嬉しかったこと等
をマレーシア人とネパール人のお二人にお
聞きします。参加無料。
とき／ 11月13日（土）14時～16時30分
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／ 25人
持ち物／マスク着用
問合せ・申込／青年海外協力隊北海道OB会
電話／ 090-7643-3225（浅野）

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
楽祭を行います。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／ 11月10日（水）まで
電話／ 29-5985
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

地域FM放送局e‐niwa
＊ラジオ番組づくりセミナー
　e‐niwaでは、番組を通じて地域を盛上
げてくれる、ボランティアパーソナリティを

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

11月10日（水）
11月19日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

日曜・祝日エステ
営業しています

ヘッドヘッドオプション ¥880 ¥550［10分］

Body ¥5,280アロマ55アロマ55 ¥4,290［55分］

¥7,480アロマ85アロマ85 ¥6,380［85分］

¥6,050小顔コース小顔コース ¥4,950［65分］

基本コース、超音波、静脈マッサージ、水素水、美容液使用

¥12,980

ラジオ派リフトアップコースラジオ派リフトアップコース
¥8,690［95分］

小顔コース、超音波（導入付）、ラジオ派

むくみスッキリ! 
ハリ不足を解消!

4,290円
お得

tel.0123-37-2517恵庭市恵み野西6丁目22-1 open 9:30~

《価格は全て税込》 当日の電話予約は18:00まで受付しております!定休日/毎週火曜日定休日/毎週火曜日

エステサロン

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》
たちばな
Face

●以前ペットホテルに預けたら…　
●急な入院で…　●旅行したいが…　
●トリミングサロンや
　ペットクリニックの送迎…
●介護のお手伝い…　
●お散歩の代行 … etc

日本ペットシッター協会公認

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

新型コロナウイルス感染予防の為、マスク、手袋
等を着用、出入時の消毒、換気の徹底、シッターの
過去1週間の検温提示を行っております。

年中無休
ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。

■恵庭市島松寿町2-7-5 
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

https://wan-nyan-hokkaido.com
●道保011620351号 　●道訓011640351号

tel 090-9432-7771  
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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