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千歳市
コープさっぽろ　よろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　コープさっぽろパセオすみよし店内に
て、買物ついでに気軽に立ち寄れる相談
窓口として“ちょこっと茶屋”を開催しま
す。高齢者のふれあい、生きがい、健康
づくり、引きこもり防止等を目的。看護
師、地域包括支援センターの職員、認知
症地域支援推進員が無料で相談に応じま
す。参加無料、申込不要。
とき／ 2022年1月6日（木）10時～11
時　※毎月第1木曜日開催
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店
内イートインスペース（千歳市住吉4丁
目14-11）
内容／数字を並べる脳トレクイズを一緒
に取り組みます。管理栄養士による簡単
料理のレシピや脳トレクイズの資料配布、
認知症や健康に関する相談などもあり。
問合せ／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

おさがり回収
　2022年2月9日（水）に千歳アウトレッ
トモール・レラで開催予定の「おさがり交
換会」に向けた事前回収として、千歳市内
3か所で無料のおさがり回収を実施しま
す。新生児～150サイズまでの子ども服
や、帽子・手袋・マフラーを集めます（下着
は対象外）。回収場所までお持ちください。
回収期間／ 2022年1月11日（火）～
2月8日（火）
回収場所／①千歳アウトレットモール・レ
ラ　インフォメーション（10時～ 19時、
期間中無休）　②ダスキン豊里支店（平日
10時～ 16時）　③げんきっここどもセン
ター（平日9時30分～ 17時）
その他／サイズごとに袋を分けて頂ける
と助かります。2022年1月15日（土）よ
り、おさがり交換会の参加申込を開始。
詳しくは当団体のブログをご覧ください。
問合せ／相互支援団体かえりん ちとせ支部
電話／ 090-7840-3277

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
＊はなふるスノーフェスタ2022かまくら
職人選手権
　チームごとにオリジナリティ溢れるかま
くらを制作し、グランプリを決定します。
グランプリに輝いたチームはもちろん、
参加チームには恵庭ならではの豪華賞品

をプレゼント！　ぜひ家族や友人とご応募
ください。要申込。（積雪状況等により中
止となる場合があります）
とき／ 1月29日（土）10時～ 14時、予
備日2月5日（土）
ところ／花の拠点はなふるガーデンエリア
（南島松828）
定員／ 5人一組で5組まで
参加費／一組3000円
持ち物／防寒着、シャベル
問合せ・申込／花の拠点はなふる総合案内
申込期限／ 1月14日（金）まで
電話／ 29-6721

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25日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②NUMO体験しよう！地層処分＜参加無
料＞
とき／ 12月25日（土）、26日（日）10
時～ 16時
ところ／ 1階センター広場
③ベビーカステラ販売
とき／ 12月26日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
④スーパーアークス長都店・フラワーショ
ップいしざか「迎春花販売」
とき／ 12月27日（月）～31日（金）10
時～ 20時　※31日（金）は19時まで
ところ／ 1階センター広場
⑤道民共済「移動相談会」
とき／ 12月28日（火）、1月6日（木）
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ 011-611-2456
⑥ジェリーズポップコーン
とき／ 12月28日（火）～ 30日（木）9
時～17時
ところ／ 1階センター広場
⑦スーパーアークス長都店「グラフミュー
ラー　バームクーヘン販売」
とき／ 1月6日（木）～ 9日（日）10時
～ 18時
ところ／東側出入口前
⑧宝 市゙（だからいち）
とき／ 1月6日（木）～12日（水）10時
～ 18時　※最終日は15時まで
ところ／ 1階センター広場
①～⑧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。

千歳スキー連盟
＊千歳市少年少女スキー大会（スラローム）
　参加無料。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
とき／ 2022年3月6日（日）
ところ／千歳市市民スキー場（千歳市泉
沢1007番地9）
問合せ・申込／千歳スキー連盟事務局（千
歳市西庁舎1階）
電話／ 22-0776（平日19時～ 21時、
火・金は13時～ 15時も受付）

K-POP韓国語教室開催説明会の
お知らせ
 　要申込。詳細はお問い合わせください。 
とき／ 12月26日（日）18時～
ところ／韓国会館（千歳市本町1丁目
8-3）
持ち物／筆記用具
問合せ・電話／ 23-3420（中林）※月水
木10時～ 15時
申込方法／下記のFAX、携帯電話までご
連絡ください。
FAX／ 23-3420
電話／【申込用携帯電話】080-6086-
1116（きむ）

ナツメ堂鍼灸院
＊冬休みに良くしたい！　視力回復体験ク
ラスのご案内
　ゲームやスマホでお子さんの視力低下
でお悩みのママさん。1クール（10回）
の施術で平均3ポイントアップした治療法
を、1回分体験することができます。術前
後に測定するので、その場で効果を判定
することができます。要予約。
とき／ 12月27日（月）～1月14日（金）
まで
ところ／ナツメ堂鍼灸院（駒場町1-1-3）
対象／小学校3年生～高校3年生
定員／ 5人
参加費／ 500円税別
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話／ 21-8988

YogaKULA　2022
＊謹賀新年　ヨガ開き
　2022年は、新年から健康的にヨガでス
タート！　初めての方も大丈夫！全身をゆ
るやかに動かして引き締めてスッキリしま
しょう。参加者にはKULAみくじプレゼン
ト！　要申込。
とき／ 1月5日（水）10時30分～ 11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／どなたでも
定員／ 10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／ YogaKULAタグチ
電話／ 090-6992-0199

ひらめき実践塾
＊親子であそぼう　知育遊び
　子どもは、人として成長する基礎を築く
大切なお時期です。ぜひ一緒に楽しみなが
ら、知性と感性を育みましょう！　要申込。
とき／ 1月8日（土）、1部・13時15分～
14時、2部・14時40分～15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・定員／ 1部・2～ 3歳の親子ペア

10組、4歳～小学2年生（未就学児6人、
小学生6人）
参加費／ 1000円（各部共通）
問合せ・申込／ひらめき実践塾
申込期限／ 1月6日（木）まで
電話／ 090-1383-3272（髙橋）

ブックトークin島松教会第20章
Zoom開催
　Zoomでお好きな本を一冊持ち寄っ
て本の紹介をする読書会です。今回は
zoom参加者のみの開催です。参加無
料。(Zoomに関する費用は参加者さん
の自己負担)
とき／ 1月8日（土）14時～16時、当日
は10分前Zoom入室可能です。
持ち物／紹介したい本を一冊ご用意下さい。
申込／ Zoom参加の申込みアドレス等を
電話にてお知らせします。
問合せ・電話／ 090-7250-4302（野原）

CAFE食堂.キズナ
①羊毛フェルトでシマエナガのリース作り
　羊毛フェルトでシマエナガのリースを作
ります。ワンドリンク付。
とき／ 1月8日（土）14時から
参加費／ 2000円
②小学生ラテアート体験
　小学3～ 6年生対象、ココアを使って
ラテアート体験。プリントにまとめるので
冬休みの自由研究にも。
とき／ 1月15日（土）15時から
参加費／ 1200円
①②共通
ところ・問合せ・申込／ CAFE食堂.キ
ズナ（黄金中央4-3-11）
持ち物／筆記用具
申込期限／各2日前までに要申込
電話／ 34-2218

まちづくりスポット恵み野
①作っちゃおう！　ゆず胡椒
　本格的な材料を使って「ゆず胡椒」を作
っちゃおう！　という講座です。これさえ
あれば充実の食卓に！　とってもさわやか
で美味しい無添加調味料を知りましょう。
ひと瓶分のお持ち帰り付き。要予約。
とき／ 1月14日（金）13時～ 14時
ところ／まちスポ恵み野（恵み野里美
2-15フレスポ恵み野内）
参加費／ 1500円
定員／ 8人
持ち物／スリッパ、エプロン、手拭きタ
オル
申込期限／ 1月12日（水）
講師／吉田澄美子さん（菜菜倶楽部） 
②しごとBAR
　さまざまな職業のひとが1日限定で形
式上のマスター（もしくはママ）になり、
参加者を迎えます。講演会やトークショ
ーと異なり、飲み物片手にリラックスして
交流していただくことが目的です。今回
は、着付師でありアロマセラピストであ
りNPO法人代表でもある石上一美さん。
子育て世代や、障がい者、若者およびそ
の家族からの悩み相談や支援を行われて
います。地域が良くなることを本気で考
えている、石上さんの懐の深さの理由を
聞いてみます。参加無料。
とき／ 1月17日（月）19時～ 20時
ところ／多目的スペースJunction（島松
寿町1-28-10）
①②共通
問合せ・申込／まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232

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

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
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。受付は終了しています。

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。

1月5日（水）
1月14日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


