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千歳市
事業計画書作成2DAYセミナー
　好きなこと、得意なことを私の仕事に
昇華したい。そんな起業を目指す女性に
向けた2日間の「事業計画書」作成セミナ
ーです。創業支援の専門機関である日本
政策金融公庫が講義＆ワーク形式でサポ
ート。両日とも、セミナー後に個別相談会
を行います（要事前予約）。同じ思いの仲
間と一緒に、自分の事業に向き合うチャン
スです！　参加無料、要事前申込。
とき／ 12月1日（水）・8日（水）いずれ
も10～ 12時 ※両日参加が必須
ところ／千歳市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）
申込期限／ 11月30日（火）12時まで
申込方法／電話もしくはじもじょき.net 
公式LINE（@849tuzgs）にて申込
問合せ・申込／ 090-1709-6607（田村）

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／ 12月1日（水）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／ 12月3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人（初めての人を優先）
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。

北斗認定こども園　ルンルンらび
っと
＊制作「ひょっこりサンタ」・クリスマス会
　紙コップを使った簡単なおもちゃを作り
ます。要事前申込。
とき／ 12月9日（木）10時30分～ 11
時30分
定員／ 10人（申込順、集まり次第締切）
ところ・問合せ・申込／北斗認定こども園
（千歳市新富1丁目1-41）
電話／ 22-5983

恵庭市
恵庭パークゴルフ協会
＊12月例会開催のお知らせ
とき／ 12月4日（土）8時30分から
ところ／恵庭花園パークゴルフ場室内（盤
尻20-7）
対象／恵庭パークゴルフ協会員
参加費／ 1500円（プレー代、参加賞代
含む）
問合せ・申込／恵庭パークゴルフ協会事
務局
その他／参加費は当日支払い、当日直接
花園PG場にお集まりください。
電話／ 090-7055-6228（能代川）

恵庭スキー連盟
＊2022シーズン 恵庭スキー学校説明会・
事前受付について
　恵庭スキー学校の説明会および事前受
付を行います。人数に限りのあるコースも

ありますので、ぜひご参加ください。
とき／ 12月5日（日）13時30分～ 16
時30分
ところ／恵庭市民会館中会議室（新町
10）
問合せ／恵庭スキー学校事務局
電話／ 090-6696-1988
その他／詳細はお問い合わせください

恵庭美術協会
＊「恵庭美術協会」小品展
　恒例の小品展です。会員の約半数ず
つ、1年交代で出品しております。油彩、
水彩、版画など20点ほどの展示となりま
す。ぜひ、お立ち寄りください。
とき／ 12月7日（火）～19日（日）9時
30分～ 19時（初日11時より、最終日
15時まで）
ところ／恵庭市立図書館本館　2階ギャ
ラリー（恵み野西5-10-2）
問合せ／恵庭美術協会事務局　武藤
電話／ 36-6607

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①ジェリーズポップコーン
とき／ 11月26日（金）～28日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
②ベビーカステラ販売
とき／ 11月26日（金）、30日（火）10
時～ 17時
ところ／東側出入口前
③燻製と檸檬Bitters「燻製サンド＆レモ
ネード販売」
とき／ 11月27日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④ディズニー英語システムクリスマス抽選
会イベント＜参加無料＞
　小さなお子さま向けのイベントです。
とき／ 11月27日（土）、28日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑤鉄道忘れ物遺失物満期品大処分大会
とき／ 11月27日（土）～12月3日（金）
10時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
⑥みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 11月28日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑦道民共済「移動相談会」
とき／ 11月30日（火）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場

問合せ／ 011-611-2456
①～⑦共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

サッポロビール北海道工場
＊サッポロビール工場見学再開しました
　1年9ケ月振りに工場見学が再開しま
した。ブランドコミュニケーターが、原料
のこだわりから仕込み・発酵・パッケージ
ングまでのビール造りの工程をご案内し
た後、昭和後期のサッポロビールの代表
的なパッケージデザインをご覧頂きます。
見学最後には、出来たての「サッポロ生ビ
ール黒ラベル」と北海道限定「サッポロク
ラシック」をお楽しみ頂きます。要申込、
参加無料（試飲2杯まで）。
とき／10時から、11時から、13時から、
15時からの1日4回、（ツアースタート時
間の10分前までに受付を済ませてくだ
さい）
休館日／毎週月曜日・火曜日（祝日の場合
は翌日・翌々日）、年末年始、臨時休館日
対象／当面は北海道民限定（マスク着用、
体温、ご住所、海外渡航歴等をご確認さ
せて頂きます。体温37.5度以上の場合、
入場をお断りさせて頂きます）
定員／各回2～ 12名
ところ／サッポロビール北海道工場（戸磯
542）
参加費／無料（試飲2杯まで）
申込期限／見学希望日の2週間前から前
日まで
問合せ・申込／サッポロビール北海道工場
電話／ 32-5802（9時50分～ 17時、
休館日を除く）

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。

隆光書道会
＊第30回夢の書展
　子どもから大人まで、心を書で表現し
ています。入場無料。
とき／ 11月25日（木）、27日（土）、28
日（日）10時～ 19時 ※最終日は15時
まで
ところ／千歳市民ギャラリー 2階展示ホ
ール（千歳市千代田町5丁目7-1）
問合せ／隆光書道会
電話／ 090-2874-7045（山口）

デュエルマスターズカードゲーム
大会
　小学生に大人気のカードゲーム「デュエ

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

12月1日（水）
12月10日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

　公立千歳科学技術大学の学生によるデジタル
アートの制作発表を行うサークル・ライトアー
ト工房（青木広宙顧問）は10月23日、千歳市立
千歳第二小学校（山田聡校長）の全校児童を対象
に「提灯（ちょうちん）づくりワークショップ」を開催しました。
　当日は、ライトアート工房指導のもと、児童が提灯を手作り。書道用
の半紙に色とりどりのセロファンや色紙などを貼り付けてオリジナル
の絵柄を創作し、筒状に丸めて提灯の形に作り上げました。6年2組の
岩渕愛心（あいしん）さんは、切り絵で開校100周年の祝意を表現（写
真上）。「苦労したけど、楽しかった」と話していました。
　完成した作品は、遮光した体育館で試験点灯。提灯に内蔵したLED
テープライトの発光する時間や色をプログラミングして、華やかにラ
イトアップしました（写真下右／公立千歳科学技術大学提供）。
　この日制作した提灯は、合わせて約360個。翌年２月に開催される

千歳第二小学校開
校100周年記念式典
で披露される予定で
す。

科技大ライトアート工房が千歳第二小学校でワークショップ
開校100周年記念式典で披露するLED提灯を制作

　千歳高校の課題研究授業の中で誕生し
たサンドウィッチが11月27日（土）と28日（日）、共同開発した北海道箱
根牧場（千歳市東丘1201）のレストランで販売されます。当日は、担当した
生徒が交替で販売実習を兼ねて店頭に立ち、ＰＲを行う予定です。

　企画したのは、国際流通科3年1組3班の生徒5人（写
真）。新型コロナウイルスの感染防止対策をテーマに「免疫
力を上げる食材」に注目。4カ月の試作と企画提案の結果、
箱根牧場の協力が決定しました。野菜の栄養と牛肉ハン
バーグ、伸びるチーズをスタミナ源に、全粒粉のパンでは
さんだ自信作が「箱根サンド」として限定販売されます。

　班長の鷲野和江さんは「照り焼き味とカレー味の2種類のソースを用意
し、年代を問わず親しみやすい味に仕上げました。牧場体験や牧場ならでは
の商品などと一緒に楽しんでいただければ」と呼びかけています。
　価格は税込各500円（多少変動する場合あり）で27日、28日の午前11時
から1日各15個限定で販売されます。

まちかどトピックスまちかどトピックス

千歳高校 × 北海道箱根牧場
箱根サンド2種を27、28日に限定販売 写真左から中居優輝さん、照井倫緒

（りお）さん、鷲野和江さん、佐藤愛奈
さん、竹本紗菜（すずな）さん




