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千歳市
千歳市少年消防クラブ
　先ごろ行われた「第38回千歳市
少年消防クラブ火災予防席書大会」
で小・中学生が書いた全42点の力
作を展示します。観覧無料。
①北ガス文化ホール会場（千歳市民
文化センター）
とき／開催中～ 2022年1月5日
（水）9時～18時
ところ／北ガス文化ホール 4階 展示
ホール
②千歳市消防出初式
とき／ 2022年1月7日（金）10時～
ところ／北ガス文化ホール 3階 大ホ
ール（消防出初式会場）
①②共通
問合せ／千歳市消防本部予防課予防係
電話／ 23-0420

生活応援フードパントリー
　先着30世帯分の食品を用意して
います。少しでも生活の応援になれ
ばと思い、提供します。申込不要で
すが、事前予約をおすすめします。
とき／ 12月18日（土）11時～ 15
時 ※毎月第3土曜日
ところ／もったいないわ・千歳1丁
目テラス（千歳市幸町1丁目16-1）
持ち物／エコバッグを忘れずに！
問合せ・申込／フードバンクネットワ
ーク もったいないわ・千歳
電話／ 080-6081-3936（岩本）

千歳市介護予防センター
＊自由に！ 気楽に！ 体育館ウォーキング
　冬期間、路面凍結や降雪の影響で
ウォーキングができず運動不足にな
っていませんか？ 体育館をウォーキ
ングスペースとして開放しますので、
密を避けて、自由に気楽に体を動か
しましょう。希望者には、ノルディッ
クウォーキングの指導やポールの貸
出を行います。参加無料、申込不要、
入退場自由。
とき／ 12月22日（水） 13時30分
～ 14時30分
ところ／泉沢向陽台コミュニティセン
ター（千歳市里美2丁目9-2）
持ち物／飲み物、上靴
定員／ 15人
その他／発熱・風邪症状のある人は
入場をお断りする場合があります。
問合せ／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

公立千歳科学技術大学
＊2021年度第9回タウントーク「支
笏湖の魅力を発信！」
　Zoomウェビナーを使用。どなた
でも参加可能です。詳細は、本学の
地域連携センターウェブサイトから
ご確認ください。参加無料、申込不
要。
講師／支笏ガイドハウスかのあ 代表　
松澤　直紀 氏
とき／ 12月23日（木）19時～20時
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
定員／ 100人（先着順、定員になり
次第締切）
問合せ／公立千歳科学技術大学地域
連携センター
電話／27-6192（平日9時～17時）

千歳市埋蔵文化財センター
＊勾玉（まがたま）をつくろう！
　滑石を磨いてまが玉をつくります。
参加無料、要申込。
とき／ 2022年1月6日（木）、7日
（金）、9日（日）いずれも13時～
15時
ところ／千歳市埋蔵文化財センター
（千歳市長都42-1）
対象／小学生以上
定員／ 12人 ※先着順・定員になり
次第締め切り
持ち物／マスク、タオル、飲み物、汚

れてもいい服装
その他／体調がすぐれない方はご遠
慮ください。開始時に検温を行いま
す。状況によっては変更・中止にな
る可能性があります。
申込期間／ 12月21日（火）～開催
日前日まで ※1月9日の回は1月7
日（金）まで
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財セ
ンター
電話／ 24-4210（平日8時45分～
17時15分）

令和3年度 親子ふれあい講座
＊みて、つくって、親子で楽しむ影絵
の世界
　親子で影絵を観たり、一緒に作品
を制作して投影します。参加有料、
要事前申込。
講師／降幡　行雄 氏（クレヨンカン
パニー代表）
対象／千歳市内在住の子ども（3歳
～小学生）と保護者
とき／ 2022年1月29日（土）14
時～ 15時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会
議室
定員／ 20組（定員を超えた場合は
抽選。参加決定者にははがきで通知）
参加費／ 1家庭400円
申込方法／電話またはWeb（問合せ
ください）などで申込
申込締切／ 2022年1月17日（月）
問合せ・申込／千歳市教育委員会生
涯学習課社会教育係
電話／ 24-0848

「ちとせ動画コンテスト2021」
開催中
　千歳市の魅力を再発見し、より多
くの方に知っていただくため、千歳
市のPR動画を募集する「ちとせ動画
コンテスト2021 ～一分で伝える千
歳の魅力～」を開催しています。
テーマ／「千歳の魅力」（10秒～60
秒の動画）
応募期限／令和4年2月28日（月）
※具体的な内容を記載してください。
賞・ 賞 品 ／「 最 優 秀 賞 」（1作
品）千歳の特産品2万円相当、
「 優 秀 賞 」（2作 品 ）千 歳 の 特
産 品1万 円 相 当、「 入 賞 」（3作
品 ）千 歳 の 特 産 品3千 円 相 当　
※「キリン一番搾り生ビール」、「ルタ
オ　ドゥーブルフロマージュ」など、
ふるさと納税で本市の人気返礼品と
なっている特産品の一覧を受賞者に
送付します。その中から賞に応じて
賞品を選択いただきます。
その他／応募方法や詳細は千歳市ホ
ームページをご確認ください。

恵庭市
恵庭市子ども会育成連合会
＊「わくわくぶっく」の配布について
　新型コロナウイルスによりみんな
で集まり楽しい行事が出来ないの
で、クリスマスや正月に楽しく遊べる
A4・8ページの小冊子を配布します。
紙すもう、しりとり迷路、プラ板下絵
等、手作り感満載の親しみやすい内
容となっています。
受取方法／ 12月20日（月）より、子
育て広場、保育園、こども広場、小学
校、児童クラブ等は個別配布します。
図書館や会館窓口でも受取れます。
対象／市内の幼児～小学4年生

問合せ／恵庭市子ども会育成連合会
電話／ 090-7058-6996（村元）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①ベビーカステラ販売
とき／ 12月18日（土）10時～17時
ところ／東側出入口前
②毎月第3日曜日はちとせモールの日
「お楽しみ抽選会」
とき／ 12月19日（日）9時～景品
が無くなり次第終了
ところ／ 1階センター広場
③道民共済「移動相談会」
とき／ 12月21日（火）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ 011-611-2456
④Ｋ＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダド
ーナツ販売」
とき／ 12月23日（木）10時～17時
ところ／東側出入口前
①～④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。

冬のヨガ体験レッスン
　冬のスタジオレッスン体験会を開
催します。詳細はホームページ、予
約フォームよりご確認いただけます。
参加有料、要事前申込。
①肩こり解消・リラックスヨガ
　初心者や体力に自信のない方、身
体が硬い方も安心して参加できる、
やさしい内容です。
とき／ 12月18日（土）13時～14時
②免疫力向上・代謝アップ フローラ
ヨガ
　身体を動かすことが好きな方、少
し難しいポーズにも挑戦してみたい
方におすすめです。筋肉量を増やし
て、免疫力を高めましょう。
とき／ 12月19日（日）13時～14時
①②共通
参加費／ 550円
定員／ 8人（申込順）
持ち物／動きやすい服装、ヨガマッ
ト、飲み物、汗拭き
ところ・問合せ・申込／ヨガスタジ
オ ディヴィヤ（千歳市末広7-2-1 ス
カイヒルズ末広7-1F）
電話／ 25-6882

第1回 きもの・KIMONO・
着物の部屋
　おどりやさんが着物の着方を教え
ます。お正月に着物を着てみよう！ 
参加有料、前日までに要事前申込。
とき／ 12月19日（日）13時～15時
ところ／千歳市信濃3丁目15-13 
茶谷亭
参加費／ 500円
持ち物／着物、帯、紐、足袋（靴下で
も可）。着物を持っていなければ、貸
し出します。
問合せ・申込／090-9808-9625（藤
間）

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
ュエルマスターズ」の大会を行いま

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。受付は終了しています。

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30日（木）更新の
ちゃんとweb版 に掲載されます

12月22日（水）

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

千歳発着

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：20～25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

9,950円
〈 大 人 〉お1人様

6,950円
〈小学生以下〉お1人様

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。

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

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

残
り
わ
ず
か
！ 

お
早
め
に
！

乗船・入園料込

28,500円
〈 大 人 〉お1人様 （2～4名1室）

2/11金㊗出発日
1/8土出発日

連休に行く！ 
砕氷船「ガリンコ号Ⅲ IMERU」
流氷日の出クルーズと
旭山動物園見学

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
宿泊▶1日目：ホテルオホーツクパレス又は同等
食事▶1朝1夕付

2日間

18,450円
〈 大 人 〉お1人様 （2～5名1室）

2/20日出発日

約24時間の旅
洞爺湖イルミネーショントンネル
氷濤まつり2022「氷の美術館」・
苫小牧ぷらっと港市場

集合場所▶千歳営業所
宿泊▶1日目：洞爺湖サンパレス リゾート&スパ
出発▶14:40　帰着▶14:40頃　食事▶1朝1夕付

2日間

95,000円
〈 大 人 〉お1人様 （2～3名1室）

2/1火出発日

きらめく太陽！ 美しい海と空が迎えてくれる
「ひと足お咲きに」 寒緋桜のお花見と
心魅かれる南国沖縄

集合場所▶新千歳空港
宿泊▶1・2日目：HOTEL SANSUI NAHA又同等
食事▶2朝1夕付
航空会社：ANA・AIRDO　利用バス：沖縄リムジンバス

3日間

109,800円
〈 大 人 〉お1人様 （2～4名1室）

2/15火
出発日

自然あふれる豊かな島
椿咲く「伊豆大島」と
春の訪れ「熱海梅園」見学・伊豆北川温泉

3日間

集合場所▶新千歳空港
宿泊▶1日目：お祝いの宿つるや吉祥亭又は同等
  2日目：大島温泉ホテル又は同等
食事▶2朝1昼2夕付
航空会社：ANA・AIRDO
利用バス：三嶋観光バス／大島バス

12/29～1/3はお休みです


	17

