ちゃんと

イロイロリビング×1room GIFT
SHOW CASE

身近な人に贈りたい、ちょっとしたギフ
トを集めたマルシェを 2 つの会場で同時
開催します。両会場来場での特典もあり。
詳しくは
「イロイロリビング」
で検索。ぜひ、
どちらの会場にも足をお運びください。
とき／ 12 月 11 日（土）11 時〜 15 時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町
1 丁目 15）
、1room（千歳市勇舞 6 丁目
6-8 ※来店時オーダー不要です。）
出 店 者 ／ 1room（ エコ グッズ ）
、Days
（生活雑貨）
、潤（ド ラ イ フ ラ ワ ー）
、
TEASTAND KADOYA（ハーブティー）
、
FUDANZUKAI（アクセサリー）
、Sjunde
himlen（服飾雑貨）
、株式会社たのしい
（たのしいたけ）
、梅ボーイズ（梅干し）
、
ソラクラゲ（くらげっきー）
、こんの工作所
（ モビ ー ル ）
、popo's dog sweets（ わ
んちゃん用ケーキ）
、千歳科学技術大学理
科工房（手作りクラッカー教室）
、イロリラ
ッピング部（エコラッピング）
問合せ／イロイロリビング
電話／ 090-6972-6579（坪田）

なごみの会

＊背骨コンディショニング
背骨を整えることで、首のこりや肩こり
も改善できます！参加有料、要事前申込。
とき／ 12 月 17 日（金）19 時 30 分〜 20
時 30 分
ところ／千歳市総合福祉センター（千歳
市東雲町 2 丁目 34）
参加費／ 1300 円
持ち物／ヨガマット
（なければバスタオル）
、
飲み物（水分補給用）
、動きやすい服装
問合せ・申込／ 080-1863-0753
（ながせ）

親子で作る！ クリスマスヘクセン
ハウスレッスン

3 歳〜小 6 のお子様を対象にした、クッ
キーとアイシングクリームでお菓子のお
うちを作るレッスンです。クリスマスまで
飾ることもできます。参加有料、要事前
申込。
とき／ 12 月 19 日（日）10 時〜 12 時
ところ／花園コミュニティセンター（花園
4 丁目 2-5）
参加費／ 2000 円（材料費として）
定員／ 3 組
持ち物／エプロン
申込方法／ 12 月 15 日（水）までに電話
で申込み
問合せ・申込／ RiRi icingcookies
電話／ 080-4046-2390

の合否などは占えません。1 回 10 分（延
長可）
、飲み物付、要申込。
とき／ 12 月 14 日（火）10 時〜 16 時
ところ／恵庭市京町 ミシン＆カフェ chill
（すき家の奥側）
参加費／ミシン＆カフェ chillまでお問合
せください
問合せ・申込／ミシン＆カフェ chill
電話／ 090-7645-4623
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フルーツと生クリーム、カップケーキに飾
り付けなど
とき／ 12 月 25 日（土）10 時〜 13 時
参加費／子ども無料、大人 300 円（18 歳
以上のお仕事されている方）
持ち物／エプロン、三角巾
①②共通
ところ／緑と語らいの広場 えにあす（恵
庭市緑町 2 丁目 1−1）
問合せ・申込／ NPO 法人おはな 代表
理事石上一美
電話／ 080-4044-8313

恵み野北町内会ネットワーク夢

千歳 市 役 所 だ よ り

令和３年度第２回千歳市総合教育
会議の開催について

分から

市長と教育委員会は︑
地域の課題や教
育のあるべき姿を共有し︑
相互に連携を
図りながら︑
より一層民意を反映した教
育行政を推進していくため︑千歳市総合
教育会議を開催しています︒本年度の第
２回会議を︑
次の日程で開催しますので︑
傍聴をご希望の方は直接会場までお越し
ください︒

︵開催日時︶
令和３年 月 日
︵金︶ 時
︵１時間 分程度︶

︵開催場所︶
千歳市役所 第２庁舎２階会議室５・６

︵議
題︶
１ 令和３年度全国学力・学習状況調査
の結果
２ 学力向上の取組について
※傍聴者の定員は５人
︵申込順︶
とさせて
いただきます︒
ご来場の際は︑
マスクの
着用等にご協力をお願いします︒

PRESENT
30
名様

「料理法百たい に学ぶ」
（丸善プラネット株式会社）を
30名様にプレゼント！

北海道文教大学等を擁する鶴岡学園の初代理事長鶴岡新太郎は、1886 年東京府・

深川に産まれる。料理を学び、駐日領事館の調理師として働き、1919 年に札幌へ移住。

北海道庁から委託を受け、道内各地で料理指導を行う中で、

食料の乏しい北海道農村家庭の食環境の改善が必要と考え、

1942 年、妻トシと共に北海道女子栄養学校を設立する。

鶴岡新太郎が最晩年に記した「料理法百たい」の復刻版「料

理法百たい に学ぶ」では、西洋料理 15 品と日本料理 15 品の

レシピを紹介しています。レシピを通して鶴岡新太郎の思い

に触れる本書（B5 判／ 100 ページ／非売品）を、30 名様に
プレゼントします。

応募方法
宛先

＊わらべうたベビーマッサージ
赤ちゃんの耳に心地よく響く「ラ」の音
を考えて作られた簡単な歌を歌いながら
行う『ベビーマッサージ』です。ママにも
赤ちゃんにも嬉しい効果いっぱいの時間
をすごしましょう。リラックスタイムに歌と
ピアノのミニコンサートあり。参加有料、
要事前申込。
講師／今野 くる美 さん（ウィーン国立
音楽大学卒、大谷学園附属音楽教室 ピア
ノ・リトミック講師）
対象／１カ月検診後〜生後８カ月前後（ハ
イハイで動き回る前）の赤ちゃん
と き ／ 12 月 18 日（ 土 ）10 時 〜 11 時
※場になれてもらうため、9 時 30 分まで
にお越しください。
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町 1
丁目 15）
定員／ 6 人（先着順）※兄弟同伴 OK
参加費／ 1500 円 ※持ち帰りオイル付き
持ち物／バスタオル 2 枚、いつもの外出
ちとせみんなのままカフェ
セット。予防接種後４８時間以内のお子様
ままカフェクリスマス会。市内のお菓子
や、体調の優れない時は参加できません。 屋さんのお菓子や可愛いグッズのプレゼ
問合せ・申込／ 080-4004-8477（篠原） ントがあります。いろんなことおしゃべり
しましょう！ 参加有料、要事前申込。
とき／ 12 月 21 日（火）10 時〜 12 時
第 80 回 陽だまり歌声喫茶
ところ／もったいないわ・千歳 1 丁目テ
＊元気に唄おうクリスマス
要事前申込。定員になり次第締めきり ラス（千歳市幸町 1 丁目 16-1）
参加費／ 150 円
ます。
定員／ 4 家族（先着順）
とき／ 12 月 18 日（土）13 時〜 15 時
問合せ・申込／「ちとせみんなのままカ
ところ／千歳市総合福祉センター（千歳
フェ」でつながり隊
市東雲町 2 丁目 34）
電話／ 080-6795-9994（うえの）
参加費／ 200 円
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
shines color
自持参となります。詳細はお問合せくださ ＊2022 年の運勢を占ってみませんか？
い。マスク着用、入口で検温します。体温
手相・タロットカード・西洋占星術で占
37.5 度以上の方は参加できません。市内
います。その他、迷いや悩みのアドバイ
で新型コロナウイルス感染状況が悪化し スもさせて頂きます。健康・寿命・試験

電話 ２４︲０４３９ ＦＡＸ ２２︲８８５２

＊第 114 回シネマサロン例会
戦争末期から敗戦後の混乱期にたくま
しく美しく生き抜いたろうあ者夫婦感動
の物語「名もなく貧しく美しく」
（1961 年、
仲間募集
日本）を鑑賞します。入場無料。
とき／ 12 月 18 日（土）13 時から
ところ／恵み野北会館（恵み野北 5-8-2） 恵庭剣道スポーツ少年団 団員募
定員／先着 20 人
集
参加費／無料
剣道に興味のある恵庭市内の幼稚園
参加条件／マスク着用
（ 年 長 ）〜 小 学 生 の お 子 様、実 際に竹
問合せ／ネットワーク夢
刀を持ってみて剣道を体験してみません
電話／ 36-4316（渡邊）
か？親子で参加も大歓迎です。お子さん
エコクラフト教室
と一緒に剣道を始めた方も多数在籍して
石畳編み・ゴットアイの丸カゴ作り等、
います。
色々なものを作ります。おうち時間をハン
NPO 法人おはな
ドメイドで楽しみませんか？ 月 1 〜 2 回
①がん患者・家族・遺族会〜クリスマス とき／毎週月、金曜日19 時〜 20 時 30 分
開催しているクラフト教室です。参加有
特別企画「瀧本志保さんによるヴァイオリ （小学校の体育館が使用できない日など
がありますので、事前に確認して頂けると
料、2 日前までに要事前申込。
ン演奏」
とき／ 12 月 19 日（日）10 時 30 分〜 12
どちらの市町村からでも！ 患者さん、 確実です）
時 30 分
ご家族、ご遺族、お友達などお誘いあわせ ところ／恵庭小学校体育館（福住町 2-9ところ／千歳市幸町 3-15 エレガンスビル
の上ご参加ください。ヴァイオリン演奏で、 13）
参加費／無料
4 階 ツヨシオカ事務所内
疲れた心、癒されてください。参加無料。
持ち物／動きやすい服装、飲み物、汗拭
参加費／ 1000 円（制作する物によって とき／ 12 月 25 日（土）10 時〜 11 時
きタオル等
別途追加費用あり。紐代など 150 円〜）
②寺子屋おはな クリスマスランチ会＆ヴ
問合せ・申込／恵庭剣道スポーツ少年団
持ち物／ハサミ
ァイオリン演奏
のオフィシャルアカウント
定員／ 4 人
10 時からヴァイオリン演奏を聞きまし の LINE（ライン）
問合せ・申込・電話／ 42-4043（吉岡） ょう（1 階会議室 3）
。11 時からみんなで 「@074bbewr」
電話／ LINE 登録頂けますとLINE 電話が
軽食を作って食べましょう（2 階クッキン
グスタジオ）
。メニュー例：サンドウィッチ、 使用可能です。
千歳福音キリスト教会
①キッズ・クリスマス
いろいろなゲームをクリアして、クリス
マスの謎を解こう！クリスマスの講話も行
います。参加者には、バウムクーヘン（4
30 12
個入り）をプレゼント。新型コロナウイル
ス感染防止対策の上、実施します。参加
17
無料、要事前申込。
とき／ 12 月 19 日（日）14 時〜 15 時
15
定員／ 10 人 ※参加するお子さんの人数
30
をお知らせください。
申込期限／ 12 月 17 日（金）まで
②待降節礼拝【申込不要】
とき／ 12 月19日
（日）
10 時 45 分〜 12 時
③キャンドルサービス【申込不要】
とき／ 12 月 24 日（金）19 時〜 20 時
応 募 締 切 12月15日
（水）必着
①〜③共通
※当選者の発表は発送をもってかえさせ
読 者 プレ ゼ ント
ところ・問合せ・申込／千歳福音キリス
ていただきます
ト教会（千歳市北栄 2 丁目 31-6）
和洋必修レシピ「料理法百たい」の復刻版
電話／ 23-4298
︻問い合わせ先︼
千歳市役所企画部企画課企画調整係

12 月 ママのリビング

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）

2021 年 12 月 10 日（金）

提供／北海道文教大学

①郵便番号・住所 ②氏名（フリガナ） ③性別 ④年齢 ⑤職業 ⑥電話
番号 ⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー ⑧面白くなかったと感じ
たコーナー（理由を含めて） ⑨ちゃんとの中で 1 番楽しみにしている情報
は何ですか？ 以上すべてをご記入の上、
「料理法百たい に学ぶ」と明記し、
WEB 応募フォームまたはハガキ・FAX・E メールでお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。
【住所】〒 066-0073 千歳市北斗 4 丁目 13 番 20 号
㈱メディアコム「ちゃんと」編集部
【FAX】0123-27-4911 【E メール】present@chanto.biz

WEB
応募
フォーム

