ちゃんと
お灸講座を開催します。講師による講話と
お灸体験を実施。お子様連れの方は、託児
をご利用頂けます。参加有料、申込不要。
対象／どなたでも
とき ／ 12 月 20 日（ 月 ）10 時 30 分 〜 11
時 30 分
参加費／ 1500 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／バスタオル、膝下が出やすい服装
①②共通
ところ／ studio musubi（ 千歳市住吉 2 丁
目 7-23 住吉理容院さん 2 階）
問合せ・申込／ musubiyoga 早崎幸乃
電話／ 090-9402-0448

体調改善コア体操教室

＊無料体験会開催
背骨周りを整え、リンパを流す体操をし
て、筋肉の歪みを整える体操を簡単にお伝
えします。痛みやコリでお辛い方や、部活動
で身体を故障している方にもにおすすめで
す。参加無料、要事前申込。
とき／ 12 月 12 日（日）19 時〜 20 時
ところ／東雲会館 4 号室（千歳市東雲町 1
丁目 10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタオル 2 枚
その他／火・木曜日の教室は通常通り開催
しています。
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124（カ
ミコヅル）

ちとせ de ポノポノ

腸マッサージ、運命鑑定、タッチフォーヘ
ルス、九星気学セッション、オラクルカード、
耳つぼ、カッサ、布ナプキン販売など。通常
1 か所では体験できない内容が盛りだくさ
んです。事前予約可能（予約優先）
、詳しく
はお問い合わせください。
とき／ 12 月 18 日（土）10 時〜 15 時
ところ／せかいのやきとり 旬鮮たけし 2 階
（千歳市清水町 1 丁目 16-3）
問合せ・申込／耳つぼピッピ
電話／ 080-5591-4698
（ショートメール可）

クリスマスコンサート

NAMAKEMONO CAFE と千 歳メセ ナ
協会による初コラボコンサート。古民家を
改装したベーグル専門カフェにピアノの生
演奏が流れる、1 日限りのクリスマスイベン
トです。クリスマス限定のベーグルを用意
してお待ちしています。体調が優れない人
は来場をお控えください。マスク着用をお
願いします。
とき／ 12 月 18 日（土）12 時〜 14 時
ところ／ NAMAKEMONO CAFE（千歳市
栄町 3 丁目 4-2）
その他／コンサートの入場料はありません。
食事やお買い物をしながら、クリスマスにち
なんだピアノ曲をお楽しみください。
問合せ・電話／ 31-3009（NAMAKEMONO
CAFE）
、27-1756（千歳メセナ協会）

写真整理とアルバムカフェの会

＊写真を残すか捨てるか迷っている方へ
アルバムや写真をしまい込んだままにし
ていませんか？ さまざまな残す方法捨て
る方法を写真整理のプロが紹介いたしま
す。スマホの写真のお悩みでもお受けしま
す。
「カフェ」と名前がついていますが、飲食
は致しません。前日までに要予約。
とき／ 12 月 21 日（火）10 時〜 14 時の間
で 30 分
ところ／東雲会館（千歳市東雲町 1 丁目 10）
参加費／ 500 円（30 分）
持ち物／筆記用具、マスク
※対面が不安な場合はテレビ電話などでも
対応可能。日程変更の場合もあります。
問合せ・申込／写真整理とアルバムカフェ
の会
電話／ 080-6795-9994
（問合せだけでも可）

えにわ市民プラザ・アイル 12 月の
行事予定

①ひまわり会「樹脂粘土の作品 2 人展」
＊クリスマス、お正月を楽しく迎えよう
樹脂粘土の人形、壁掛け、蓮の花、リー
スなど
とき ／ 12 月 3 日（ 金 ）〜 11 日（ 土 ）
、10
時〜 16 時
作者／清水恵子、木村トシ子
②行政書士無料相談

相続、遺言書、補助金、助成金申請、そ
の他ご相談。要予約。
とき／ 12 月 11 日、18 日いずれも土曜日、
10 時〜 12 時
定員／ 3 人（申込順）
講師／泉谷正人行政書士
③華やかなお正月飾り作り
＊花のある暮らし
パンダオーキッドやミニファレノ（蘭）のア
ーティフィシャルフラワーをメインに、華や
かな「お正月飾り」を作ります。クリスマス
飾りとしても楽しめます。要予約。
とき／ 12 月13 日（月）
、10 時 30 分〜 12 時
定員／ 4 人（申込順）
④初めての鍼灸体験
＊体の中から健康に
ひとりひとりに合ったはり・きゅう治療を
行います。自宅への訪問治療のご相談もお
受けいたします。裾のまくりやすいズボンで
お越しください。要予約。
とき／ 12 月 14 日（火）10 時 30 分〜 13 時
参加費／お問合せください。
定員／ 3 人（申込順）
⑤タロット占い
タロットカード、西洋占星術、手相の 3 つ
の占術で占います。迷いや悩みの答えはあ
なたの心の中に。要予約。
とき／ 12 月 8 日（水）13 時 30 分〜 15 時
30 分
参加費／お問合せください。
定員／ 5 人（申込順）
⑥チョークアートのワークショップ
オイルパステルを使ってブラックボードに
絵を描く新しいアートです。下絵があるの
で、塗り絵感覚でお楽しみいただけます。要
予約。
とき／ 12 月 18 日（土）10 時 30 分〜 12 時
参加費／お問合せください。
定員／ 5 人（申込順）
⑦フットケア体験
＊足もとから美容と健康を考える
爪切り（巻き爪、肥厚爪などでも OK）
、角
質ケア（タコ、ウオノメのケアなど）
、時間内
でケアします。要予約。
とき／ 12 月 20 日（月）11 時〜 14 時
参加費／お問合せください。
定員／ 5 人（申込順）
⑧パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
家で眠っているパワーストーンのブレスレ
ットなどのゴム交換と浄化をします。しばら
く身に着けていないものでもキレイにして
あげましょう。お預かりも承ります。要予約。
とき／ 12 月 18 日（土）13 時〜 15 時
参加費／ 100 円〜
定員／ 5 人（申込順）
⑨アクセサリーのメンテナンス
真珠のネックレスの糸替え、宝石などの
洗浄、指輪のサイズ直し。要申込。
とき／ 12 月 16 日（木）13 時〜 15 時
参加費／ 500 円から
定員／ 5 人（申込順）
⑩写真整理相談会
思い出がつまった写真やアルバムを楽し
く整理するアドバイスをいたします。スマホ
やデジカメ写真もお任せください。要予約。
とき／ 12 月 7 日（火）10 時 30 分〜 13 時
参加費／ 500 円
定員／ 5 人（申込順）
⑪自分史セミナー
自分史、家族史の作り方。その他本づくり
に関するご相談。
とき／ 12 月 11 日、18 日いずれも土曜日、
13 時〜 15 時
①〜⑪共通
開館時間／ 10 時〜 16 時 ※日曜・祝日・
月末は休館、12 月 27 日（月）〜 1 月 4 日
（火）は休業
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町 110）
電話／ 39-3355

サロンおはな

＊居場所ふれあいサロンおはな
恵庭に越してきたばかりでお友達を作り
たいけど…。誰かに話を聞いて欲しい…。
ワンオペ育児は疲れる…。1 人暮らしでひ
とりは寂しい…。情報が欲しい…。ひきこも
り、不登校問題…。などなど、どなたでも参
加できます。参加無料。
とき／ 12 月 4 日（土）18 時〜 20 時
その他／オンライン対応ご希望の方は、ホ

2021 年 12 月 3 日（金）

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
ところ／緑と語らいの広場えにあす 2 階クッ
キングスタジオ（緑町 2-1-1）
問合せ・申込・電話／ 080-4044-8313（お
はな代表石上）
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サンタさんは来ない…？ by

ニワトリネコ

LOG plus +（ログプラス）

おしゃれなログハウスでのハンドメイドイ
ベントを 3 日間連続で開催します。手作りお
菓子の販売やキッチンカーも来ます。皆さ
まのお越しをお待ちしています。
とき／ 12 月 9 日（木）〜 11 日（土）10 時
〜 16 時（最終日 15 時まで）
ところ／ EVER GREEN CAFE 店内（上山
口 580-2）
問合せ・電話／ 080-6089-8588
（カキハラ）

HANA の IRO

＊フラワーアレンジメント講座
①生花のフラワーアレンジメント・季節の
生花を使ってフラワーアレンジメントを作り
ます。初回のみ器付き。
②材料を選んで作るお正月しめ飾り講座・
土台から花材まですべて自分で選んで作
る、お正月しめ飾り作りの講座です。自分だ
けのしめ飾りを飾って新年を迎えましょう！
①②共通
とき／ 12 月 9 日、23 日いずれも木曜日、
10 時 30 分〜 12 時
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金南
5-11-1）
参加費／ 3000 円（内材料費 2500 円）
持ち物／ハサミ、新聞紙
問合せ・申込／ HANA の IRO
申込期限／各開催日の 3 日前まで
電話／ 090-1384-0532（千葉、ショートメ
ール可）

今日は
クリスマス!
プレゼントも
サンタさんに
お願いしたし、
楽しみだな〜

あんた、この前さ
どろんこだらけで帰って
きたからさ、サンタさん
こないかもね

そんな!!

今日は…
はやくねよう…

ダンスアトリエ フェリール

＊ポンポンダンス・バトンダンス体験会 in 恵庭
ポンポンやバトンをつかって、一緒におど
ろう！ なにか夢中になれることを探してい
る子どもたち、大歓迎です！ 要申込。
とき／ 12 月 13 日（ 月）
、ポンポンダンス
16 時〜 16 時 50 分、バトンダンス 17 時〜
17 時 50 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
対象／ポンポンダンス 4 歳〜年長、バトンダ
ンス 5 歳〜小学 3 年生
参加費／各回 500 円
電話／ 090-2423-2250

恵庭華道協会

＊少年少女体験の集い アレンジ生花教室
クリスマスも近くなってきました。子ども
達と、かわいいポットにお花を生けて生花ア
レンジを作ります。要申込。
とき／ 12 月 18 日（土）10 時 30 分〜 12 時
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
対象／恵庭市内小学生
定員／ 10 人
参加費／ 500 円（花代）
持ち物／水拭きタオル、マスク着用
問合せ・申込／恵庭華道協会
申込期限／ 12 月 13 日（月）まで
電話／ 33-1487（坂口）

KULA クラシック

＊ヴァイオリン生演奏とヨガのコラボレーシ
ョン
ヴァイオリン奏者の栗山奈津さんとYoga
KULA がコラボします！ 生演奏を聴きなが
らヨガをします。クリスマスミニ演奏会も開
催します。自分のクリスマスプレゼントにい
かがですか？ 要申込。
とき／ 12 月 20 日（月）10 時〜 11 時 30 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
対象／どなたでも
定員／ 8 人
参加費／ 1000 円
持ち物／ヨガマット、タオル、水分、動きや
すい服装、ブランケット
問合せ・申込／ yoga KULA タグチ
電話／ 090-6992-0199

次回の掲載は1月7日発行のちゃんと800号です。
お楽しみに!！

仲間募集
恵庭オーキッドクラブ

＊入会のご案内
植物の中でもっとも進化したといわれる
ラン。世界中に 2 万 5 千種あると言われて
います。簡単には咲いてくれませんが、美
しい花が咲いた時の喜びはひとしおです。
私たちと一緒にランを育ててみませんか？
育て方講習会や余剰株の分譲会、展示会も
行っております。
年会費／ 2500 円（忘年会やバスツアーな
どは別途負担）
問合せ／恵庭オーキッドクラブ
電話／ 080-2870-8712（山内）

お詫びと訂正
▶ 本紙 11 月 26 日号 24 ページに掲載
した広告「恵庭市通年雇用促進協議会から
のお知らせ」の中で「事業参加となる季節
労働者とは、令和元２度〜３年度」とある
のは、正しくは「令和２年度〜３年度」で
した。訂正してお詫び申し上げます。
恵庭市通年雇用促進協議会

▶本紙 11 月 26 日号 5 ページのちゃん
とかわら版恵庭「令和 3 年恵庭市功労者
表彰式開催」の記事中で、「片山由美子」
氏とあるのは「片石由美子」氏の間違いで
した。また、記事で「宮本晴美」氏とある
のは「宮本春美」氏の間違いでした。
同じく 11 月 26 日号 21 ページのまち
かどトピックス「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」記事
中で、千歳市立第二小学校の校長の氏名
が間違っていました。正しくは「澁谷 拓」
校長でした。
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。

