
2021年11月12日（金）ちゃんと 16

ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
その他／お子様同伴大歓迎！　全面ジョイン
トマット&おもちゃエリア有。ママが学んで
いる間、子育て経験のある見守りスタッフが
お子様の相手をするので安心です。

1カ月無料体験教室
　11月・12月の毎週水曜日に無料体験教
室を実施します。1カ月（4週間）連続参加
に限定。お子様に身につけさせたい「考え
る力」「コミュニケーション力」を、塾生とい
っしょに楽しく育みませんか？　参加を希望
する週の月曜日17時までに要事前申込。
とき／ 11月、12月の毎週水曜日 ①小学
3・4年生クラス 16時20分～ 17時10分 
②小学5・6年生クラス 17時20分～ 18
時40分
ところ／コープさっぽろ すみよし店 2階（千
歳市住吉4丁目14-11）
持ち物／筆記具、ノート
問合せ・申込／ひらめき実践塾
電話／ 090-1383-3272（髙橋）

RBC読書会
＊読書会を再開します
①本を読もう会
　星野一博さんが、小檜山博のエッセイ集
『人生賛歌』を紹介します。
とき／ 11月17日（水）19時～ 20時
ところ／千歳市民活動交流センターミナク
ール（千歳市千代田町5丁目7-1 4F）
②平家物語音読会
とき・ところ／【向陽台コミセン】11月16
日（火）14時～ 15時 【ミナクール】11月
27日（土）11時～ 12時
①②共通
問合せ・申込・電話／ 24-4640（山田）

妊活さんたちの交流会
　一人目の妊娠を希望の方や、不妊治療さ
れている方、みんなでお話しませんか。夫
婦での参加も歓迎。参加無料、前日までに
要申込。
とき／ 11月28日（日）10時～ 11時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町
1-15）
その他／ Instagramのアカウントでも問合
せ可能。暖かい格好でお越しください。
問合せ・申込／妊活＠ちとせ
電話／ 090-9471-3837

第19回恵み野北町内会作品展
　町内会員の絵画、書道、写真、トールペイ
ント、手芸等、今年も素晴らしい作品が出展
されます。14日15時からはマンドリンの演
奏も行われます。ご来場をお待ちしており
ます。
とき／ 11月13日（土）、14日（日）10時
～ 17時（最終日16時まで）
ところ／恵み野北会館（北5-8-2）
問合せ／北町内会文化厚生部

電話／ 090-8635-1240（本郷）

下島松老人クラブ
＊手作り作品展
　秋も深まり、皆様にはいかがお過ごしで
しょうか？　昨年2月以降、新型コロナウイ
ルスが発生しいまだ終息せず外出も思うよ
うにならずフレイルを感じているのではな
いでしょうか。例年でしたら、市民会館で芸
能発表会と併せて作品展示の催しがありま
したが、全て中止となりました。そんな折で
はありますが、私たち下島松老人クラブで
は作品発表会を催す事に致しました。コロ
ナ対策は万全を期し、皆様のご来場を心よ
りお待ちしております。来場者には手作り土
産プレゼント。
とき／ 11月13日（土）、14日（日）10時
～ 15時
ところ／下島松会館（下島松394）
問合せ／下島松老人クラブ
電 話 ／ 36-3727（ 伊 藤 ）、090-6872-
8162（水野）

STRONG NATION
　音楽と筋トレが組み合わさった楽しいトレ
ーニングを一緒にしませんか？　キックやパ
ンチ等も組み込まれているので、日頃のス
トレス発散にも！　自分で強度を選択できる
ので、無理なくできます。運動不足の方も、
追い込みたい方も、みんなで爽やかに汗を
流しましょう！　要申込。
とき／ 11月15日、29日いずれも月曜日
19時30分～ 20時30分
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金南
5-11-1）
参加費／ 500円
持ち物／運動靴、ヨガマット、水分、タオル、
運動に適した服装、必要であれば着替え
問合せ・申込／ STRONG NATION
電話／ 090-6219-4383(吉岡、ショートメ
ール可) 

島松公民館サークル2B会
＊石膏デッサン展
　デッサン画、水彩画、油彩画、水墨画、他。
とき／ 11月16日（火）～ 28日（日）9時
30分～17時（最終日16時まで、月曜休館）
ところ／恵庭市立図書館2階ギャラリー（恵
み野西5-10-2）
問合せ／島松公民館サークル2B会
電話／ 34-8555（坂田）

中村和子バレエスタジオ
＊無料体験レッスンのご案内
　バレエは総合芸術です。体の柔軟性を必
要として表現します。お友達、仲間を大切に
する心「ごあいさつ」「礼儀」も身に付きます。
バレエを楽しくレッスンしませんか？　「新北
海道スタイル」を徹底させてレッスンしてお
ります。要申込、参加無料。
とき／ボーイズクラス(男子５歳～小学生)
体験会・11月17日（水）17時～ 18時15

分、エンジェル(3～ 6歳)・毎周金曜日16
時10分～17時10分、Ｂクラス（小1～4）
毎周火・金・土曜日、Aクラス(小5～中高
生)・毎周火・水・金・土曜日（時間帯はお
問い合わせください）
ところ／中村和子バレエスタジオ（恵庭市京
町70友保ビル２Fトータルダンシングスポ
ーツクラブ内・すき家さん隣）
持ち物／体験用バレエシューズをお貸し致
します
問合せ・申込／中村和子バレエスタジオ
講師／中村和子、中村梨乃、(公社)日本バ
レエ協会正会員
電話／ 090-3018-1793(中村、ショートメ
ール可)

えにわスマイル保育園
＊スマイルキッズ
　保育園のお友達と一緒に制作をしてみよ
う！　自分だけの可愛いミノムシを作りませ
んか？　素敵なプレゼントもあるよ！　参加
無料、要申込。
とき／ 11月19日（金）10時～ 11時
ところ／えにわスマイル保育園（末広町32）
対象／ 0歳から小学校就学前までのお子様
持ち物／水筒、帽子、感染症対策に伴い変
更がある場合があります。
問合せ・申込／えにわスマイル保育園
申込期限／イベントの3日前まで
電話／ 34-2796

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第113回シネマサロン例会
　洞爺丸遭難、台風を教訓に青函トンネル
開通の夢が…。東宝創立50周年記念の大作
「海峡」（1982年、東宝）を鑑賞します。入
場無料。
とき／ 11月20日（土）13時から
ところ／恵み野北会館（北5-8-2）
定員／先着20人
参加費／無料
参加条件／マスク着用
問合せ／ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

パチパチクラブ
＊誰でも上手に。楽しく学ぶ習字1ヵ月無料
体験。
　書く事はとても脳を活性化する作用があ
り、集中力・思考力・観察力・コミュニケー
ション力を身に付ける事ができます。毛筆だ
けではなく、えんぴつ・ペン字もしっかり行
います。文字の読み書きの基礎も学べ、タブ
レットで筆順クイズ・漢字カルタなど楽しく
覚える事ができます。要申込。参加費無料。
〈千歳会場〉とき／毎週火曜日、15時～18時
ところ／真々地会館（真々地1-7-7）
〈恵庭会場〉とき／毎週金曜日、15時～18時
ところ／中島会館（中島町4-17-14）
対象／小学1年生以上
定員／ 5人程
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局

電話／ 0120-503-549（細川）

One day shop＆フリマ
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。

ワンdayショップ
　手作りマスクチャーム、デコ小物、アクセ
サリーなどを販売します。マスク着用をお願
いします。詳細はお問い合わせください。
とき／ 11月15日（月） 9時～ 12時
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11
問合せ・電話／ 090-7647-3832（田中、
ショートメールも可）

仲間募集
ダンスアトリエ　フェリール
＊「千歳バトンダンス」新メンバー募集
　バトンの技やダンスを練習します。現在
は年中さん～小学生のメンバーが所属して
います。夢中になれることを探している子ど
もたち、大歓迎です♪ 1人につき1回まで、
500円で体験参加ができます（前日までに
申込）。
対象／ 5歳～小学3年生
活動日時／火曜日（月3回）18時～ 18時
50分
ところ／千歳市スポーツセンター ダイナッ
クスアリーナ（千歳市真町176-2）
問合せ・申込／ダンスアトリエ　フェリール
電話／ 090-2423-2250

バドミントンクラブCBCメンバー募
集
　バドミントンを始めてみたい方、久しぶり
に再開したい方、なかなか上達しなくて悩
んでいる方等、初心者・初級者を対象とし
たクラブです。楽しく試合ができるようにな
るのが目標です。日本スポーツ協会公認バ
ドミントンコーチが丁寧に指導いたします。
対象／一般社会人　※小・中・高校生は要
相談
活動日時／毎週土曜日（通年）10時～12時
ところ／富丘コミュニティセンター（千歳市
富丘4丁目12-16）
参加費／ 1回300円（会場費、シャトル代と
して）
その他／体育館シューズ、着替え、ラケット
（ラケットはレンタル有、要相談）。
問合せ・申込・電話／090-3890-5046（菅井）

訂正とお詫び文　
　ちゃんと 11月 5日号 21ページのタウ
ンニュース「恵庭商工会議所」の開催時間
が間違っていました。正しくは「11時～
15時」でした。ご迷惑をおかけしました
ことをお詫びし訂正いたします。　

恵庭商工会議所

EMS 機器による

50分

体型を変えたい方、体脂肪を落としたい方にオススメです！

千歳店千歳店 千歳市勇舞4-10-14千歳市勇舞4-10-14
https://www.merci-esthe.nethttps://www.merci-esthe.net

駐車場あり
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日

TEL 0123-22-5811TEL 0123-22-5811完全予約制

各 円
税 込

円
税 込

各 円が
税 込

メルスィ

インナーマッスルを鍛えてメリハリボディ
に！

お好きな箇所を2箇所選べて 円
税 込

円
税 込

メルスィの脱毛器は痛みが少い※
皮膚冷却装置付。お肌を冷却しながら同

時に脱毛
！

※痛みには個人差があります。

セルフ脱毛

セルフ痩身

両ひじ上、両ひじ下、胸、お腹、両ひざ上、両ひざ下、手指甲、足指甲

メルスィが贈る　セルフエステ◯得

セルライト撃退マッサージ

インスタフォローで

痩身手技のトレーナーが認めた実力のあるスタッフによる
オールハンドマッサージだからこそ、機械ではアプローチ
できない見逃し脂肪にも根こそぎ潰します。

期待できる

効 果
・セルライト脂肪分解
・インナーマッスルを鍛える
・体温上昇

上半身または下半身

フォーローはこちらから▶

セルフ痩身・脱毛、
セルライト撃退マッサージ

　チームが一丸となり、上位進出を目指し
て、拠点の青空サッカー場で日々練習してい
ます。2021 年は、JFA 全日本U-12 フッ
トサル選手権地区予選で準優勝し、4月に道
央ブロック大会進出を果たしました。9月に
は JFA第 45回全日本U-12 サッカー選手
権道央ブロック大会にも進出、同じく9月に
行われた、千歳市民大会、本部長杯では、6
年の部、5年の部、4年の部、それぞれで優
勝、3年の部で準優勝と、経験豊富な指導者
のもとでの日々の練習が、着実に結果へ結び
ついています。

　試合等は基本的に地区のみの活動となり、
遠征は無く、保護者の負担が少ないのが高台
の特徴です。また、年長児・年中児を対象
とした、サッカー教室、TAKADAI　KIDS　
PROJECT（TKP）も開催中！
　少年団活動を通して、サッカー技術の向上
はもちろん、規律ある行動や協調性など、精
神的に自立した選手の育成を目指していま
す。小学生のみんな！そして年長・年中児の
みんな！一緒にサッカーしよう！！
随時、見学・体験を受け付けております。
お気軽にご相談ください！！

ちゃんと紙面｢恵庭市・千歳市スポーツ少年団｣
（4月16日号）に広告掲載した団体の個別紹介
コーナーです。

●代表者／監督　中村　登
●連絡先／ 090-9430-3898　

（担当　三浦）
●設　立／1981年4月
●団員数／ 32名

(2021年10月現在)

JFA第45回全日本U-12サッカー選手権
道央ブロック大会


