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千歳市
千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業
　高齢ドライバーや家族を対象に、健康
や認知症、運転に関する講話、自宅でで
きるトレーニングの紹介などを行います。
参加無料。1月～ 3月の冬期間は休止し
ます。
対象／千歳市民
とき／ 12月14日（火）13時30分～15時
ところ／千歳市社会福祉協議会（千歳市
東雲町1-11）
問合せ・申込／千歳市介護予防センター
（しあわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

消費生活パネル展の開催について
　千歳市・千歳消費者協会共催。消費者
まつりの代替イベントとして、消費生活
パネル展を開催します。暮らしに役立つ
様々な消費生活情報をパネル展示します
ので、ぜひお立ち寄りください。
とき／ 12月14日（火）～ 21日（火）※
14日（火）の11時から消費生活に役立
つ啓発物品を配布します。
ところ／千歳駅連絡歩道
問合せ／千歳市市民生活課市民生活係
電話／ 24-0183
問合せ／千歳消費者協会
電話／ 24-3139（火・木・金、10時～
16時）

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行きしぶりのあるお子さんの
事ひとりで悩んでいませんか？　話すこ
と聴くことで親御さんが元気になること
を目的に開催しています。当日午前中ま
でに要申込。
とき／ 12月19日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店 
2階和室
参加費／ 200円
その他／新型コロナウイルス緊急事態宣
言が発出された場合は中止とさせていた
だきます。
申込・問合せ／不登校訪問支援カウンセ
ラー　今野
電話／ 090-5822-8798

千歳市企画部交通政策課
①「乗って守ろう！ 路線バス」ガイダンス
の開催について
　令和4年4月以降のバス路線の変更点

や利用促進に向けた取組についてご説明
します。参加無料、申込不要。
とき／ 12月21日（火）第１部14時～
15時、第2部18時30分～ 19時30分
ところ／千歳市総合福祉センター 402号室
内容／千歳市内バス路線の現状と令和4
年4月からの変更点の説明。バス運行情
報配信システム、バス路線検索システム
の説明。バス展示（第1部終了後の15時
～ 16時）。※災害時には避難用車両とし
て活躍する路線バスを展示し、バスの乗
り方についてもご説明します。
②上記会場では、シルバーおでかけパス
臨時交付窓口を開設します
　始発のバス停を10時～16時までに出
るバスを対象に１乗車100円（支笏湖ま
では500円）でご利用いただける期限の
ないパスポートです。
対象／今年度中に75歳以上になる方（発
行無料）
必要なもの／写真（縦4.5cm/横3.5cm）、
身分証明書
①②共通
問合せ／千歳市企画部交通政策課
電話／ 24-0897
FAX／ 22-8854

千歳市社会福祉協議会
①げんき茶屋
　管理栄養士による栄養ミニ講座・健康
料理レシピの配付・無料栄養相談会の他、
日常生活での困りごと、介護予防の相談を
承ります。お気軽にお立ち寄りください。
とき／ 12月15日（水）10時～11時30分
ところ／ちとせモール センター広場（千
歳市勇舞8丁目1-1）
②いぶすき茶屋
　スマホ教室（簡単な用語や操作方法の
解説）、悩み相談、保健師による健康相談
などを行います。買い物やお散歩ついで
にお立ち寄りください。
とき／ 12月22日（水）10時30分～11
時30分
ところ／ラッキー千歳錦町店 2階休憩ス
ペース（千歳市錦町4丁目25）
①②共通
その他／新型コロナウイルス感染症の状
況により急遽中止することがございます。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 
地域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

こどもの食育教室
　千歳市食生活改善協議会による、食育

についてのお話と調理実習です。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、作っ
た料理は持ち帰りを予定しています。参
加有料、要事前申込。
対象／千歳市内在住の小学生
とき／ 1月7日（金）10時～ 13時
ところ／北ガス文化ホール 2階 調理教室
定員／ 12人（先着順）
参加費／ 500円
申込期間／ 12月10日（金）～12月17
日（金）
持ち物／エプロン、三角きん（バンダナ）、
筆記用具、手ふき用タオル、上靴、飲み物
（水分補給用）、不織布マスク着用
その他／新型コロナウイルス感染症の状
況により、中止となる場合があります。
問合せ／千歳市保健福祉部 健康づくり課 
健康企画係
電話／ 24-0768

ちとせ環境と緑の財団 令和3年
度 園芸教室
＊～コケテラリウムを作る～ガラスの中の
小さな森の世界
　コケや観葉植物等を使って、和モダン
風のテラリウム（ガラス容器に入った小さ
な寄せ植え）を作ります。好みの小物を入
れて飾ると、自分だけの雰囲気を楽しむこ
とができます。親子参加も歓迎！ 参加有
料、要事前申込。
講師／渡邊　美枝 氏（Flower Atelier 
花楓 代表、プランツ・ギャザリング 会員
ギャザリスト）
対象／千歳市民
とき／ 2022年1月22日（土）【午前の
部】10時30分～ 12時 【午後の部】14
時～ 15時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
参加費／ 1000円（材料費の1/3）
定員／ 20人（申込順、親子参加も歓迎）
持ち物／汚れても気にならない服装、作
品を持ち帰る袋（30cm×30cm程度）、
好みの小物（1cm程度の大きさのもの）
その他／参加の際はマスクを着用の上、
当日の検温にご協力ください。新型コロ
ナウイルス感染防止のため、定員の変更
や日程延期・中止する場合があります。
申込期間／ 12月15日（水）～12月24
日（金）
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団
電話／ 22-1117（平日8時45分～ 17
時15分）

千歳市登録手話通訳者募集
　聴覚障がい者と健聴者とのコミュニケ
ーション支援のため、手話通訳者として千
歳市に登録を希望される人の審査を実施
します。
とき／ 2022年1月30日（日）13時～
14時30分
ところ／千歳市社会福祉協議会事務所
対象／千歳市内在住の満20歳以上の人
内容／①手話実技審査（読み取り・聞き
取り）、面接試験 ②小論文（事前提出） テ
ーマ「ろうあ者とのふれあいを通して思う
こと」※申込後にお渡しする400字詰め
原稿用紙2枚以内に記入し提出
持ち物／筆記用具
申込期限／ 2022年1月24日（月）まで
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会　
地域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

恵庭市
かしわのもり
①かしわのもりでストリートピアノ

　ピアノ大好き！　ピアノ弾きたい！　誰
でも自由に演奏できます。ピアノ以外の
楽器を持ち込んでの演奏もOK！
とき／ 12月18日（土）13時30分～15時
②かしわのもりメリークリスマス
　大きなクリスマスツリーがあるよ！　ク
リスマス飾りの制作コーナーもあります。
楽しく作って飾りましょう。
とき／ 12月25日（土）まで
①②共通
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり
（大町1-5-7）
参加費／無料
問合せ・申込／恵庭市生涯学習施設かし
わのもり
電話／ 33-7171

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10日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②au・UQモバイル「合同イベント」
とき／ 12月11日（土）・12日（日）10
時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
③レインボーコットンキャンディ
とき／ 12月11日（土）・12日（日）10
時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
④研ぎ処卓 taku「包丁研ぎ」
とき／ 12月11日（土）10時～ 17時、
12月12日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤北海道赤十字血液センター「献血車 ひ
まわり号」
とき／ 12月11日（土）10時～ 16時、
12月12日（日）9時～ 16時（※両日13
時～ 14時30分は中断）
ところ／平面駐車場奥特設会場
⑥ミナミ石油キャンペーン
とき／ 12月13日（月）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑦ベビーカステラ販売 
とき／ 12月14日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑧千歳市生活支援体制整備事業「げんき
茶屋　栄養ミニ講座」＜参加無料＞
とき／ 12月15日（水）10時～11時30分
ところ／ 1階センター広場
⑨燻製と檸檬 Bitters「燻製サンドとレモ
ネード販売」
とき／ 12月15日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑩道民共済「移動相談会」
とき／ 12月15日（水）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ 011-611-2456
⑪Ｋ＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダドーナ
ツ販売」
とき／ 12月16日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑫スーパーアークス長都店「草太郎本舗　
和菓子販売」
とき／ 12月16日（木）～19日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑫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。

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15日（水）
12月24日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


