
2021年11月19日（金）ちゃんと 16

次回の掲載は12月17日発行のちゃんと797号です。
お楽しみに!！

クリスマスリース作り
　エコクラフトで作るクリスマスリース
作り。初心者でも簡単に作れます。リ
ボン飾り付きで、ご自宅用やプレゼン
トにお勧めです。駐車場の利用や教室
開催の詳細については、別途お問い合
わせください。参加有料、前日までに
要事前申込。
とき／ 11月23日（火・祝）10時30
分～ 12時30分
ところ／千歳市幸町3-15エレガンス
ビル4階 ツヨシオカ内
参加費／ 1000円
定員／ 8人
問合せ・申込・電話／ 42-4043（吉
岡 慶子）

第79回 陽だまり歌声喫茶
＊皆で歌って、ストレス発散
　要事前申込。定員になり次第締めきり
ます。
とき／ 11月27日（土）13時～ 15時
ところ／花園コミュニティセンター 体
育館（千歳市花園4丁目2-5）
定員／ 60人（先着順、定員になり次
第締切）
その他／お茶、お菓子なし。飲み物
は各自持参となります。詳細はお問合
せください。マスク着用、当日の体温
37.5度以上の方は参加できません。
市内で新型コロナウイルス感染状況が
悪化した場合には、中止することがあ
ります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

ちとせみんなのママカフェ
　子連れ歓迎！ おひとり様歓迎！ いろ
んな事おしゃべりしましょう！　参加有
料、前日までに要申込。
とき／ 11月30日（火）10時～ 12時
ところ／もったいないわ・千歳1丁目
テラス（千歳市幸町1丁目16-1）
参加費／ 150円
問合せ・申込／「ちとせみんなのママ
カフェ」でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの）

月の満ち欠けヨガ
　月の満ち欠けに合わせた心や身体
の過ごし方をレクチャーし、ヨガ&瞑想
を行います。ゆっくりとしたレッスンな
ので、お子様連れのお母さまや、ヨガ

初心者の方にもおすすめです。おやつ
とハーブティーのプレゼント付き。参
加有料、要事前申込。
対象／女性（ヨガ初心者、お子様連れ
のママも大歓迎）
とき／ 12月2日（木）、17日（金）【午
前の部】10時～ 11時40分　【午後
の部】13時～ 14時40分
ところ／ studio musubi（千歳市住吉
2丁目7-23　住吉理容院さん2階）
参加費／ 2000円　※お子様連れの
方は、ベビーシッターさんを事前予約
できますので、ご連絡ください。託児
料600円。
持ち物／ヨガマット（貸出有）、飲み物 
※動きやすい格好にてお越しください。
問合せ・申込／musubiyoga 早崎幸乃
電話／ 090-9402-0448

サロンおはな
＊えにわつながりサポート　女性支援
事業
　女性による女性のための居場所づく
り。コロナ禍において、様々な不安を
抱える女性への相談。こんなこと我慢
していませんか？・突然涙が出る・人
と会いたくない・眠れない・食欲がわ
かない・やる気が出ない・周りと比べ
がち・ＤＶやハラスメントに悩んでいる　
などなど。経済的な理由で生理用品の
購入が困難な方、生理用品の配布も行
っています。出入り自由、秘密厳守、参
加無料。
とき／ 11月20日（土）10時～ 12時
ところ／恵庭市民活動センターえにあ
す会議室2（緑町2-1-1）
その他／オンラインまたはお電話での
相談もお受けいたします。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。
問合せ・申込／ NPO法人おはな
電話／ 080-4044-8313（石上）

手作り雑貨・2day shop
　心暖まるの12名の作家のハンドメ
イド作品の展示・販売。クリスマスリ
ース・アレンジ・羊毛・スヌード・ハン
ドウォーマー・ニット帽・アクセサリー
バック・エプロン・ナチュラル服・が
ま口・ポーチ・革小物・雑貨・レトロ
品などの展示販売。感染対策の為混
雑時お待ち頂く場合があります。
とき／ 11月22日（月）、23日（火・祝）

10時～ 16時
ところ／恵庭市白樺町3-15-6
問 合 せ・電 話 ／ 090-2873-7751
（Sweet onion）

ナツメ堂鍼灸院 
＊冬直前！　冷えを良くするお灸体験の
ご案内
　ツボさえ分かれば誰でも簡単にでき
るお灸。参加者の体調をその場で診断
し、症状に沿ったその方だけのツボを
見つけ、お灸のやり方（30分）をレクチ
ャーします。要予約。
とき／ 11月22日（月）～ 12月3日
（金）
ところ／ナツメ堂鍼灸院（駒場町1-1-3）
対象／冷え、ストレスや婦人科疾患で
お困りの方
定員／ 3人限定
参加費／ 500円税別（お灸代）
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話／ 21-8988

ふぇむてっくムーン保健室 
　女性特有の様々な問題や不安を気
軽に話せる、相談出来る安心安全な場
所＝保健室作りをしています。フェムテ
ックの知識や情報を持つメンバーが皆
さんの人生をより楽しめるお手伝いを
していきます。今回は子宮環境を整え
る「舌はがし・骨盤調整・舌診断」の
プチ体験も出来ます。お気軽にご参加
お待ちしております。要予約。
とき／11月24日（水）13時～15時、
12月8日（水）11時～ 13時
ところ／黄金ふれあいセンター　和室
(恵庭市黄金南5丁目11－1)
持ち物／筆記用具、飲み物など
参加費／ 1000円
申込期限／前日まで
問合せ・申込・電話／ 090-7646-
6534(山口)、070-5605-6089(山内)

パチパチクラブ
＊そろばん「1ヶ月無料体験会」
　そろばんの楽しさを体験してみよ
う!　対面での指導＋オンライン体験
（Zoom）が両方出来ます！　無料体験
中は講師とほぼマンツーマンですので、
初めての方でもご安心してください！
対象／小さい子でも数字の読み書き
が出来れば年中・年長さんからでも可
定員／ 15名限定の少人数制（定員に

なり次第締切）
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵み野、
恵み野北 各町内会館、恵庭市市民会
館、黄金ふれあいセンター、島松公民
館、桜町団地集会所、緑と語らいの広
場えにあす　【千歳市】ゆうまいホー
ル、あずさ・北栄南・花園・みどり台南・
幸福 各町内会館。祝梅コミュニティセ
ンター、コープさっぽろパセオすみよ
し店、真々地会館
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

●パーソナルジム ディライトパーソナルジム ディライト 千歳店
●AKENO ROOM

■「密」を回避できるパーソナルジム

苫小牧市拓勇東町4丁目2-11

苫小牧市明野新町6丁目24-17

マンツーマン指導のプライベートジム。 解剖学の
観点からディライト独自のメソッド！
「トレーニングだけではボディメイクはできない」 ストレッチで
変わる機能性&DNA検査で的確なダイエットプランをご提案。

ジムに通っても結果が出なかった、

最初のカウンセリングのみ
要事前予約 TEL 0144-77-0485

営業時間/9：00～22：00（最終受付21：00）

当日予約OK!!

パーソナルジム ディライト

ダイエット＆ボディメイク

DELIGHT
PERSONAL GYM

ホームページはコチラ▲

千歳市みどり台にNEW OPEN！

そんなあなたへ。

千歳市みどり台北１丁目3-7 未来ビル

トレーナー以外に他のお客様と一緒になることはございません。

2021.12.04
オープン！！予定

カウンセリング先行予約受付中！
全店共通

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3,980円税 込

4,980円税 込

各4,980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 4,980円税 込

4,980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

次回の掲載は12月17日発行のちゃんと797号です。
お楽しみに!！


