
2022年1月7日（金） ちゃんと17

千歳市
まちライブラリー@ちとせ
＊再生！ 植本祭
　千歳のまちライブラリー復活を祝い、オ
ープニングイベントを行います。参加無料、
事前申込不要。ご来場の際は、自己紹介代
わりの本を1冊お持ちください。
とき／①1月7日（金）13時～ 15時 ②1
月8日（土）10時30分～ 12時
内容／【①学生による GAKUフェス】参加
者同士で自分の「推し」を語る会、千歳高校
について現役生が話す会など、学生による
イベントを開催。他にも自分の本棚づくり
や、アプリを使った撮影ブースで、着物着用
の写真撮影ができます。【②親子で楽しむ 
Family Book Weekend】「ちとせくうこう
のはじまり」紙芝居と紙飛行機教室、お話会
やしおり作り、ドイツゲームで楽しい週末を
過ごしましょう。
ところ・問合せ／まちライブラリー@ちと
せ（千歳市末広6丁目3 アルファ千歳ビル
1F ※JR千歳駅から徒歩1分、JRイン隣）
電話／ 080-7298-9024

みなカフェ in 千正寺
　地域住民同士のつながりが持てる居場所
を目指しています。ふまねっと等の簡単な
運動や小物作り、よろず相談を受け付けて
います。11時30分頃からパン、おにぎり、
クッキー等の軽食も販売。参加無料。お好
きな時間にお越しください。
とき／ 1月13日（木）①10時～ 12時 ②
13時～ 15時
ところ／千正寺（千歳市清水町1丁目4）
持ち物／簡単な運動をしますので、水分補
給用の飲み物をお持ちください。お買い物
される方はエコバックをご用意ください。
問合せ／千歳市南区地域包括支援センター
電話／ 080-6061-0697

令和3年度 ミナクールサロン　市
民活動井戸端会議
＊1月は「市民活動あるある噺（ばなし）」
　毎月、テーマを設けて開催しています。1
月のテーマは「市民活動あるある噺（ばな
し）」。団体内や、活動場所でのあるあるな
ど大募集！ 気軽におしゃべりしましょう。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／ 1月22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）
②Zoomを利用したオンライン開催
とき／ 1月26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
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）

恵庭市
恵庭市経済部商工労働課
＊第2回求職セミナー
　ハローワークの活用方法、求職活動の基
本など。参加無料。
とき／ 1月21日（金）10時～ 11時30分
ところ／恵庭市民会館中会議室（恵庭市新
町10）
持ち物／筆記用具
問合せ／恵庭市経済部商工労働課
電話／ 33-3131（内線3333）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①スーパーアークス長都店「児童画コンクー
ル作品展」
とき／ 1月5日（水）～31日（月）10時～
20時
ところ／ 1階センター広場
②旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 1月10日（月・祝）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③第二回日本習字縁筆の会「作品展」
とき／ 1月13日（木）～ 23日（日）10時
～ 20時（最終日は15時まで）
ところ／ 2階スタジオアリス隣
①～③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。

創作ちりめん細工 手作り工房楓
＊1月の講習「今年の干支（虎）」
　縫い物をしないちりめん細工で、今年の
干支（虎）を作ってみませんか？ 参加有料、
要申込。
とき／電話で希望日をお知らせいただき、
調整します。時間帯は①10時～ 12時30
分 ②14時～ 16時30分 ③18時～ 20時
30分 の3通りで応相談。
定員／各時間帯1～ 2人
参加費／ 1回2000円（材料費・講習費込）

ところ・問合せ／創作ちりめん細工『手作り
工房　楓』（千歳市幸町4丁目18-3）
電話／ 25-5364（尾引）

かんたん選べるアクセサリー作り プ
ラス1day
　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／1月9日（日）、13日（木）、15日（土）
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）

「優しいヨガ&優しいピラティス&
耳つぼリフレ&おうちパン」コラボ
企画
　運動不足の解消にぜひ優しいヨガやピラ
ティスを。そして、耳つぼリフレ（マッサー
ジ）でリラックス体験も！ どのコースも焼き
たてパン付き。詳細はお問合せください。
とき／ 1月10日（月・祝）①優しいヨガ 10
時～ 10時40分、10時50分～ 11時30
分 ②優しいピラティス 11時40分～ 12時
20分 ③耳つぼリフレ 10時～ 12時20分
ところ／スタジオムスビ（千歳市住吉2丁目
7-23 2F）
問合せ・申込・電話／ 090-1381-3355（平本）

日本習字縁筆の会
＊第2回生徒部・成人部　カレンダー作品展
　千歳市内の日本習字７教室からなる「縁筆
（えんぴつ）の会」の作品展です。毛筆のカ
レンダーを展示。観覧無料。
とき／ 1月13日（木）～ 23日（日）10時
～ 20時（最終日は15時まで）
ところ／ちとせモール2階　スタジオアリ
ス様隣（千歳市勇舞8丁目1-1）
問合せ・電話／ 080-6384-2512（三条）

RBC読書会
＊1月の読書会・RBCのお知らせ
　それぞれ1時間程度の読書会です。参加
自由、会費・申込不要。直接ご来場ください。
①響遊（きょうゆう）
　参加者がそれぞれ持参した本を紹介します。
とき／ 1月14日（金）19時～
ところ／千歳市民活動交流センターミナク
ール（千歳市千代田町5丁目7-1 4F）
②RBC本を読もう会
　毎回1人の担当者が1作品を音読。1月
の担当は岡本実千世さんです。
とき／ 1月26日（水）19時～
ところ／千歳市民活動交流センターミナク
ール（千歳市千代田町5丁目7-1 4F）
③平家物語音読会
　新年1月からは、平家物語第七の巻「清
水冠者」（木曽義仲の話）。テキスト不要です
（資料コピーのため、1枚あたり10円申し
受けます）。
とき・ところ／【向陽台コミセン】1月18日
（火）14時～ 【ミナクール】1月22日（土）
11時～
①～③共通
問合せ・申込・電話／ 24-4640（山田）

第81回 陽だまり歌声喫茶
＊新年おめでとう！ 着物で歌う季節の歌
　着物をお召しの方には、プレゼントを差し
上げます。ゲストで「江戸芸　かっぽれ」が
参加。要事前申込。
とき／ 1月15日（土）13時～ 15時
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／ 200円
定員／60人（先着順、定員になり次第締切）
その他／茶菓のサービスはありません。詳
細はお問合せください。マスク着用、入口
で検温します。体温37.5度以上の方は参
加できません。市内で新型コロナウイルス
感染状況が悪化した場合には、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）

園芸療法講座ぴいぇ
＊発酵を学ぶ～醤油作り
　エコビレッジライフ体験塾の伊藤伸二さ

んを講師に迎えて、醤油作り体験をします。
発酵の仕組みを知り、手作り醤油を作って
みませんか？ 参加有料、要申込。
とき／ 1月17日（月）10時～ 13時（9時
30分に集合）
集合場所／園芸療法ガーデン（千歳市桂木
1丁目5-6） ※集合次第、近くの屋内活動場
所へ移動します。
講師／エコビレッジライフ体験塾　伊藤 伸
二さん、園芸療法士　富永まゆみ
参加費／ 3500円（お茶・おやつ付き）
問合せ・申込／園芸療法講座ぴいぇ事務局
電話／ 050-5360-3137（不在の場合、折
り返し連絡致します）

2DAYS！ 伸ばして鍛えるストレッ
チ、バランスボールで消費カロリー
アップ
　１日目は梶原己叶が担当。股関節周りに
ある大きなリンパ節の血流を促すストレッチ
と、体幹を鍛えて整えるヨガポーズのトレー
ニング（ヨガマット不要）。２日目はかんなみ
が担当。バランスボールを使って体幹をバ
ランス良く鍛えます。筋トレも行い、消費カ
ロリーをアップ。各講座見守り保育つき。参
加有料、前日までに要事前申込。
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／①1月19日（水）②1月26日（水） 
いずれも10時～11時（9時30分受付開始）
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
参加費／ 1500円
問合せ・申込／ 090-7515-5040（かんな
み、ショートメール可）

New Year Concert 2022
　新春のひとときに素敵な音楽をお楽しみ
ください。参加有料。
出演／明楽　みゆき さん（チェンバロ）、栗
山　奈津 さん（バイオリン）
とき／ 1月23日（日）13時30分～（開場
13時）
ところ／メセナホール（千歳市幸町3丁目
15-3 エレガンスビル5階）
チケット／【前売り】2500円　【当日】
3000円 ※いずれもワンドリンク付き
チケット販売所／千歳メセナ協会（メセナホ
ールと同住所）、ミナクール、エルム楽器千
歳支店（千歳市信濃3丁目18-10）
その他／来場の際はマスク着用をお願いし
ます。体調が優れない方はご遠慮ください。
問合せ・電話／ 27-1756（千歳メセナ協会）

ちとせみんなのままカフェ
　子連れ、おひとり様歓迎！ 千歳の街を楽
しむため、いろんな事おしゃべりしましょう！　
参加有料、前日までに要申込。
とき／①1月25日（火） ②2月22日（火）　
いずれも10時～ 12時
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）
参加費／ 150円（会場費としてもったいな
いわ・千歳に寄付）
問合せ・申込／「ちとせみんなのままカフェ」
でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの）

えにわ楽々歩こう会
　歩こう会を再開します。
とき／ 1月7日（金）9時30分小雨決行
集合場所／恵庭市民会館（新町10）
参加費／ 200円（保険代）
問合せ・電話／ 36-7877（松尾）

ヨガセラピー
①乳がん経験者のためのヨガ
　無理のない範囲で少しづつ体をほぐし、
心にも優しい時間を過ごしましょう。
とき／ 1月15日、29日いずれも土曜日、
10時30分～ 11時45分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
対象／乳がん患者さん・その家族・友人等
(女性限定)
②シニアヨガ
　膝や腰に不調のある方・体力に自信のな
い方でも、無理のない範囲で身体を動かし、
体力の維持・向上を目指しましょう！
とき／ 1月12日、19日、26日いずれも水
曜日、10時30分～ 11時30分

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!

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、下記掲載イベントの中止や延期も想定されま
すので、事前のご確認をお願いいたします。
※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

掲載日の

9日前
までにお送り
ください！

こちらの二次
元コードから
もアクセスで
きます

1月12日（水）
1月21日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

●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）

4,450円
　割引前8,450円

〈 大 人 〉お1人様

4,650円
　割引前8,650円

〈 大 人 〉お1人様

3,450円
　割引前6,450円

〈小学生以下〉お1人様

旭川

ニセコヒラフ日帰りスキー

契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し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。

2/11金㊗ 2/12土
2/19土
2/26土

出発日

出発日

集合場所▶①千歳営業所 ②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

13,450円
　    割引前18,450円

〈 大 人 〉お1人様 （2～5名1室）

2/27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
苫小牧ぷらっと港市場

集合場所▶①千歳営業所 ②東千歳駐屯地前
出発▶①7:00 ②7:20　
帰着▶①19:30頃 ②19:40頃
食事、リフト券、スキー用具は各自ご用意ください。

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
出発▶①7:30 ②8:30　
帰着▶①18:40頃 ②19:10頃
食事▶1昼（旭川アートホテルランチビュッフェ）付

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

2日間

●2月上旬 東北秘湯めぐり 
●2月中旬 椿の伊豆大島3日間 
●2月下旬 沖縄周遊3日間
●2月下旬 古都金沢＆能登半島3日間 

●3月上旬 軍艦島＆ハウステンボス3日間
●3月中旬 至福の時間 和倉温泉名旅館3日間
●3月下旬 桜の京都3日間

春の旅行
案内

この商品は道から4,000円（3,000円）の支援を受けています。

どうみん割適応（北海道応援クーポン2,000円分付）
対象：ワクチン2回接種完了またはPCR検査等陰性の方。北海道・青森在住者

この商品は道から5,000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。この商品は道から4,000円の支援を受けています。

ランチ・入館料込

23,500円
    割引前28,500円

〈 大 人 〉お1人様 （2～4名1室）

2/11金㊗出発日

連休に行く！もんべつ 
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

2/20日

乗船・入園料込

スカイテラスMINORI
ランチビュッフェ

酒造めぐり男山・高砂


