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千歳市
発達障がい理解促進パネル展
＊12月3日から9日は「障害者週間」です
　障がい者の福祉について関心と理解を深
め、障がい者の社会参加を促進する「障害
者週間」に合わせ、発達障がいについて解
説するパネル展を行います。会場では展示
の他にリーフレットの配布を行います。お気
軽にお立ち寄りください。観覧無料。
とき／ 12月3日（金）～9日（木）
ところ／千歳市役所本庁舎 1階市民ロビー
その他／期間中は18時～ 21時の間、千
歳市総合福祉センターを「イエローリボン運
動」のシンボルカラー（イエロー）でライト
アップします。
問合せ／千歳市保健福祉部障がい者支援課
障がい福祉係
電話／ 24-0327（内線868）

折り紙でクリスマス
　作品展示「折り紙クラブのクリスマス」と、
プチ体験会を行います。
①作品展示
とき／ 12月9日（木）～14日（火）
②プチ体験会
　折り紙でかわいいクリスマスツリーを作り
ます。要申込。
とき／ 12月10日（金）13時～ 1時間程度
定員／ 3人（申込順）
①②共通
ところ・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）

北海道千歳リハビリテーション大学　
体力・脳力測定会
　現在の体力（足の力など）や脳力（記憶力
など）を測定し、必要な運動や生活習慣につ

いてアドバイスします。参加者には「健康運動
手帳」をプレゼント。参加無料、要事前申込。
とき／ 12月11日（土）14時～16時30分
ところ／北海道千歳リハビリテーション大学　
大講堂（千歳市里美2丁目10）
定員／20人（申込順、集まり次第受付終了）
持ち物／運動靴
問合せ・申込／北海道千歳リハビリテーシ
ョン大学 総務課
電話／ 28-5331

令和3年度 ミナクールサロン　市
民活動井戸端会議
＊12月のトークテーマは「理想のミナクール」
　毎月、テーマを設けて開催します。市民
活動を通して思ったことや今後やってみた
いことなど、テーマに沿っておしゃべりしま
しょう！ 12月のテーマは「理想のミナクー
ル」です。「こんなミナクールがいいな」とい
うご意見、お聞かせください。参加無料、要
申込。
①ミナクールでの会場およびオンライン
とき／ 12月18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／ 12月22日（水）19時30分～ 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／希望日までに電話・メールなど
で申込みください。
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。
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）

千歳市社会福祉協議会
＊リサイクルカレンダー市
　今年で4回目の開催！　会社やご家庭の
未使用カレンダーをリサイクル販売し、その
益金の全額を赤い羽根共同募金として地域
の福祉活動に活用させていただきます。あ
なたの1年を彩るカレンダーを見つけてく
ださい
とき／ 1月12日（水）～ 14日（金）10時
～ 17時、15日（土）10時～ 15時
ところ／千歳市社会福祉協議会2階会議室
2・3（千歳市東雲町1丁目11番地）
問合せ／千歳市共同募金委員会千歳市東雲
町1丁目11番地（千歳市社会福祉協議会
総務課総務係内）
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

リテールマーケティング（販売士）養
成講習会
　全国の商工会議所が経済産業省・中小企
業庁の後援を受けて行っている「リテールマ
ーケティング（販売士）検定試験」の受検に
向けた講習会です。全5日間、合計20時間
会場で学習します（必須時間15時間）。参
加有料、受講料は開講日に支払い。詳細は
お問い合わせください。
①3級リテールマーケティング（販売士）
講習日時／ 2022年1月19日（水）～ 2
月16日（水）の間で5日間、いずれも13
時～ 17時 ※すべて水曜日
受講費／ 15000円（指定テキスト代等含
む） ※別途検定試験の料金4200円＋事務
手数料550円が必要です。
②2級リテールマーケティング（販売士）
講習日時／ 2022年1月26日（水）～ 2
月24日（木）の間で5日間、いずれも13
時～ 17時 ※最終日以外は水曜日
受講費／ 20000円（指定ハンドブック代等
含む） ※別途検定試験の料金5770円＋事
務手数料550円が必要です。
①②共通
対象／学生（高校生・専門学校生・大学生）、
一般
ところ／千歳商工センター（千歳市東雲町
3丁目2-6）
特典／販売・経営管理科目免除（予備試験
に70点以上で合格し、講習会80%以上受
講した場合）、日本商工会議所より認定書発
行（翌年度末まで有効）
申込期限／ 12月24日（金）まで
問合せ・電話／ 090-9752-3571（ちとせ
販売士会 田所）
申込み／千歳商工会議所 総務課（氏名・フ
リガナ・生年月日・住所・電話番号をお知
らせください）
電話／ 23-2175

恵庭市
恵庭市生活環境部市民課
＊マイナンバーカード出張申請書場inフレス
ポ恵み野
　フレスポ恵み野で、マイナンバーカードの
申請手続きができます。市の職員がサポー
トし、無料でお写真をお撮りします。恵庭市
民限定、参加無料。
とき／ 12月12日（日）10時～ 17時
ところ／フレスポ恵み野（里美2）
対象／恵庭市民
持ち物／顔写真有本人確認資料1点、又は
顔写真無し本人確認資料2点、個人番号カー
ド交付申請書、通知カード（お持ちの方のみ）
問合せ／恵庭市生活環境部市民課マイナン
バー担当
電話／ 33-3131（内線1129）

みなみ地域包括支援センター
＊家族介護者交流会（椅子でもできるヨガ体験）
　日々の介護から少し離れて、ヨガ体験を
しながら同じ経験のある仲間と交流を深め、
心身ともにリラックスしてみませんか？　要
申込、参加無料。
とき／ 12月14日（火）10時～ 12時
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
対象／現在、介護している方、または、介護
していた方
定員／ 15人程度
持ち物／動きやすい服装、汗拭きタオル、
飲み物
問合せ・申込／たよれーる みなみ
申込期限／ 12月8日（水）まで
電話／ 34-8467

島松公民館
＊みんなで楽しむクリスマスピアノコンサート
　クラシック曲のピアノ演奏と、絵本の読み
聞かせを皆様と一緒に楽しみます。参加無
料、要申込。
とき／ 12月18日（土）11時～ 12時
ところ／島松公民館（島松本町3-12-20）
対象／恵庭市内のご家族（乳幼児は保護者
同伴）
定員／ 60人
持ち物／マスク着用
問合せ・申込／島松公民館
申込期限／ 12月16日（木）まで
電話／ 36-7503

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 12月3日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ちとせモール感謝祭「スクラッチカードく
じ大抽選会」
とき／ 12月3日（金）・4日（土）10時～
21時、5日（日）9時～ 21時（各日、配布
予定数に達した場合は、終了となりますので
ご了承ください。）
ところ／ 1階センター広場（引き渡し場所）
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 12月4日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④ベビーカステラ販売
とき／ 12月5日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤道民共済「移動相談会」
とき／ 12月7日（火）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ 011-611-2456
⑥Ｋ＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 12月9日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑥共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

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。

ギャラリー左岸
＊手作り小物チャリティーバザー
　陶器、ポーチ、手編み小物などを展示販
売します。販売益を歳末共同募金として寄
付します。
とき／ 12月2日（木）～ 24日（金）11時
～ 17時 ※日曜は休み
ところ／ギャラリー左岸（千歳市清水町4丁
目19-2 むつみ屋商店内）
問合せ・電話／ 23-3363（むつみや商店）

かんたん選べるアクセサリー作り
　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／ 12月5日（日）、14日（火）、26日
（日）9時～ 12時の間で30分（各回2人
ずつの予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11 
参加費／ 1200円（1人2個分）
問合せ・申込／下記番号までお電話くださ
い。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

あんじゅクリスマス会
　親子でかんたんな制作やゲームなどを行
い、一緒にクリスマスを楽しみます。参加無料、
申込不要。制作は先着15組で終了します。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 12月8日（水）10時30分～ 11時
30分
ところ／あんじゅ児童館（千歳市春日町5丁
目1-10）
問合せ・電話／ 23-8015

musubi yoga
①産後ヨガ
　ヨガ初心者の方、また産後1年経過した
方でもご参加いただけます。ヨガ後のおや
つタイムとして、ハーブティーとちょっとし
たおやつも準備しています。ベビーシッタ
ーさんも利用可能です（要事前予約）。参加
有料、要事前申込。
対象／主に産後1年以内のママさん
とき／12月10日、24日（いずれも金曜日）
10時～ 11時
参加費／ 1200円　※託児を利用の場合、
別途お子様1人あたり託児料300円、但し
初回は託児料無料（お子様1人分）
定員／ 6人
持ち物／飲み物、汗拭き　※動きやすい格
好にてお越しください。ヨガマットは貸し出
します。
②初めてのお灸講座
　冷え性や腰痛などでお困りの方に向けた

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!

※催事が予告なく変更になっていたり、定員に達している事があります。ご確認のうえお出かけください。
※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

こちらの二次
元コードから
もアクセスで
きます

12月24日号

1 月 1 日号

1 月 7日号

年末年始のタウンニュース掲載スケジュールについて

2021年最終のタウンニュース掲載号です。申込締切は12月15日（水）。

タウンニュースの掲載は、ちゃんとweb版のみ【12月30日（木）更新】
となります。申込締切は12月22日（水）。

2022年紙面で最初のタウンニュース掲載号です。締切は12月24日（金）
となります。1月14日号より、通常通り発行日9日前の締切となります。

12月8日（水）
12月17日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

●旅行代金は全て税込です　●利用バス：つたいバス（道内）、岩手県北バス（青森県内） ※画像・イラストはイメージです

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳（流通3丁目3-12）・苫小牧（入船町3丁目2） 　駐車スペース有
日帰り・宿泊バスツアー

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部恵庭・苫小牧も有）

■定員：25名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

ランチ・入館料込

はこだてクリスマスファンタジー
「函館朝市」歳末お買物ツアー

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
宿泊▶1日目：湯の川温泉湯の浜ホテル又は同等
食事▶1朝1夕付

お1人様1泊につき
税込6,000円以上で
対象者▶札幌市内対象宿泊施設へ期間内ご宿泊の方

対象者▶「さぁサッポロ冬割」プランでご宿泊の方
対象施設▶市内事業参画店舗、市内タクシー、レンタカー等
期間▶チェックイン～チェックアウトの日迄

5,000円割引

お1人様
1泊あたり

のクーポン
をプレゼント2,000円分

日本海の絶景を堪能「不老不死温泉」・
ランプの宿「青荷温泉」と奥津軽を走る風物列車
「津軽鉄道ストーブ列車」乗車体験

集合場所▶JR南千歳駅
宿泊▶1日目：ランプの宿
 　　　 「青荷温泉」
 2日目：不老ふ死温泉
食事▶2朝2昼2夕付

7,950円
〈大人〉お1人様

〈大人〉お1人様

4,950円

8,050円割引前

割引後
〈大人〉お1人様

〈大人〉お1人様

4,050円

19,800円割引前

割引後

割引前

割引後

〈大人〉お1人様（2～4名1室）

〈大人〉お1人様（2～4名1室）

14,800円12/11土
12/18土
出発日

出発日

出発決定

12/21火
出発日

81,300円
〈大人〉お1人様 （2～4名1室）

1/15土
出発日9,950円〈 大 人 〉

お1人様

6,950円〈小学生以下〉
お1人様 1/8土

出発日

小樽ゆき物語 ライトアップ「青の運河」
余市人気柿崎商店でお買物

冬休み！！ 登別マリンパークニクス
虎杖浜でお買物

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
出発▶千歳10:40、恵庭11:30
帰着▶恵庭18:40頃、千歳19:10頃
食事▶1昼（かくと徳島屋旅館 京懐石ランチ）付

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
出発▶千歳9:30、恵庭10:20
帰着▶恵庭17:20頃、千歳18:10頃
食事▶1昼（和食弁当）付

※支援金は予算消化され次第終了となります。契約成立後お客様都合によるお取り消しは、弊社の規定に
　より申し受けます。詳しくは旅行条件書をご確認ください。 
※感染拡大などにより、ツアーが中止となる場合がございます。

さぁ!! サッポロ冬割

冬も泊まってスマイルクーポン

2022/3/1㊋迄
キャンペーン期間

どうみん割 適応（北海道応援クーポン付）

この商品は道から3,000円の支援を受けています。

この商品は道から4,000円の支援を受けています。

この商品は道から5,000円の支援を受けています。

石狩 佐藤水産
札幌中央卸売市場年末買出し
さっぽろホワイトイルミネーション

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
出発▶千歳9:10、恵庭10:00
帰着▶恵庭18:20頃、千歳19:00頃
食事▶1昼（佐藤水産 海鮮生ちらし丼）付

自由散策120分 2日間

3日間


