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千歳市
「＃千歳市はたちのつどい2022」ハッシ
ュタグキャンペーン
＊ハッシュタグをつけてSNSに写真を投
稿しよう
　密集せずに成人式の盛り上がりを共
有する写真投稿キャンペーンです。「新
成人（20歳）」または「成人式」にまつわ
るお気に入りの写真を、ハッシュタグ「＃
千歳市はたちのつどい2022」をつけて
SNS（Twitter、Instagram）に投稿して
ください。はたちのつどい協働会議OB・
OGで構成する市民団体NExUSが選考
の上、8人に素敵な賞品をプレゼントしま
す。参加無料。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
対象／千歳市成人式「はたちのつどい」
対象者（Twitter、Instagramの公開アカ
ウントでメッセージをやりとりできる人）
投稿期限／ 1月31日（月）まで
選考期間／ 2月1日（火）～ 13日（日）
※2月14日（月）～28日（月）の間に本
人確認および賞品の発送を行います。
そ の 他 ／ 入 賞 者 に は、市 民 団 体
NExUSの SNSア カ ウ ント「@nexus_
chitose」（Twitter）「nexus_chitose」
（Instagram）のアカウントから、ダイレ
クトメッセージで申込フォームを送付しま
す。メッセージの送受信ができない場合
は、入賞取り消しとなりますのでご了承く
ださい。
問合せ／千歳市生涯学習課社会教育係
電話／ 24-0848（直通）

書きそんじハガキ・キャンペーン2022
＊書きそんじハガキを集めています
　書き間違えてポストに投函されなかっ
た切手付きの郵便ハガキ（書きそんじハ
ガキ）や未使用の切手、プリペイドカード
などを集めています。事務局までお持ち
いただくか、郵送にて提供いただくよう、
ご協力をお願いします。寄付された書き
そんじハガキを換金し、学校に行けない
子どもの学ぶ機会を提供する「ユネスコ
世界寺子屋運動」を支援します。
実施期間／ 2月10日（木）まで
問合せ・申込／千歳ユネスコ協会事務局（〒
066-8686 東雲町2丁目34番地、千歳
市教育委員会生涯学習課社会教育係内）
電話／ 24-0848

神経難病患者と家族の交流会
　ALSを初めとする神経難病患者の療養
と介護で感じる問題点や悩みを話し合う
会です。申込不要、直接会場へお越しく
ださい。参加無料。
とき／ 1月19日（水）10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階（東
雲町1丁目11）
問合せ／日本ALS協会北海道支部 千歳
支会
電話／ 090-8638-0297（支会長・澤口）

北斗認定こども園　ルンルンらびっと
＊ホール開放
　広いホールでたくさん身体を動かして
遊びましょう。要事前申込。
とき／ 1月26日（水）10時30分～ 11
時30分
定員／ 10人（申込順、集まり次第締切）
ところ・問合せ・申込／北斗認定こども園
（新富1丁目1-41）
電話／ 22-5983

千歳市社会福祉協議会
＊いぶすき茶屋
　散歩・外出、お買い物のついでに！ 身
体や日常生活のことなど、楽しくおしゃべ
りしませんか？ 健康チェックやスマホ相
談会も実施します。参加無料、申込不要。
とき／ 1月26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（錦町4丁目25）
その他／新型コロナウイルス感染症の状
況により、中止する場合があります。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会　
千歳市生活支援コーディネーター
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

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
　コミセンの体育館を開放します。自由
にウォーキングしましょう。希望者には、
ノルディックウォーキングのアドバイスや
ポールの貸出を行います。参加無料、申
込不要、入退場自由。
対象／千歳市民
とき／ 1月26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／運動しやすい服装、室内用運動
靴、タオル、飲み物
定員／ 15人（一度に入場できる人数）
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・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

国際交流の夕べ
＊International SETSUBUN パーティー
　千歳市に住む、様々な国籍の人たちと
交流しましょう！ 千歳市民なら大人から子
供まで参加OK。英語のゲーム、豆まき、
ビンゴ大会を行います。会食の代わりに
恵方巻のプレゼントあり。参加無料、要事
前申込。
対象／千歳市民
とき／ 2月5日（土）14時～ 16時30分 
※13時30分開場
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
定員／ 80人（申込順）
その他／新型コロナウイルス感染拡大状
況によって中止となる場合があります。
申込方法／千歳国際・友好都市交流協会
事務局までメールで申込
申込期限／ 1月25日（火）17時まで
Eメール／ kokusai@city.chitose.lg.jp
問合せ／千歳国際・友好都市交流協会事
務局（千歳市観光スポーツ部交流推進課
国際交流係内）
電話／ 24-0482

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／ 2月13日（日）13時～ 15時
ところ／千歳市埋蔵文化財センター（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／ 1月21日（金）～2月10日
（木）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）

ちとせ環境と緑の財団 令和3年度 園芸
教室
＊講演会「緑で演出する心地よいガーデニ
ング」
　帯広に約2万5千坪の広大な庭園を運
営する「眞鍋庭園苗畑」の代表・眞鍋憲
太郎氏による講演。土地に適した樹種や
カラフルな植物を使った庭づくりのポイン
トなどを解説します。北海道を代表する8
つのガーデンを結ぶ「北海道ガーデン街
道」の解説もあり。参加無料、要事前申
込。
講師／眞鍋　憲太郎 氏（眞鍋庭園苗畑 
代表、北海道ガーデン街道 理事）
対象／千歳市民
とき／ 2月19日（土）13時30分～ 15
時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
定員／ 50人（申込順）
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。
申込期限／ 2月4日（金）まで
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）

千歳市立図書館
＊ミュージカル「松浦武四郎～カイ・大地
との約束～」（劇団わらび座）上映会
　劇団わらび座によるミュージカルを収
録した映像を上映します。コラム「カケス
さんの自然散歩」でおなじみの中原直彦
さんが講話し、ギターで歌う自作の「武四
郎さん旅日記」を披露。参加無料、要事
前申込。
講話・歌／中原　直彦　氏（千歳アイヌ
文化伝承保存会）
とき／ 2月23日（水・祝）開場13時30
分、開演14時（2時間程度）
ところ／千歳市立図書館 2階 AV室（千
歳市真町2196番地の1）
定員／ 50人（先着順、定員になり次第受
付終了）
申込方法／千歳市立図書館窓口または電
話にて申込
申込開始／ 1月20日（木）
問合せ・申込／千歳市立図書館
電話／ 26-2131

千歳市成年後見支援センター
＊令和3年度　成年後見制度「専門職後
見人」サロン開催
　千歳市成年後見支援センターでは、千
歳市内に居住する被後見人等を受任して
いる専門職後見人が直面する後見活動に
ついて、専門職の枠を越えて気軽に交流
いただけることを目的に「サロン」を開催
します。
とき／ 2月25日（金）18時30分～20時
ところ／千歳市社会福祉協議会 会議室
2・3（千歳市東雲町1丁目11番地）
参加対象／弁護士、司法書士、行政書士、
社会福祉士、精神保健福祉士、社会保険
労務士など、専門職後見人を受任してい
る方、またはこれから受任予定の方。
※被後見人等が千歳市内に在住し、専門
職後見人は千歳市内、市外を問いません。
参加費／無料
定員／ 20人
内容／【第1部】実践報告（18時35分
～ 18時50分）「専門職後見人の活動に
ついて～社会福祉士の立場から～」発表
者：北海道社会福祉士会ぱあとなあ登録
者【第2部】サロン交流・全体交流（18
時50分～ 19時55分）
その他／新型コロナウイルス感染症の拡
大状況により、日程等を変更する場合が
あります。
申込期限／ 2月18日（金）まで
問合せ・申込／千歳市成年後見支援センタ

ー（千歳市社会福祉協議会　地域福祉課
権利擁護係）千歳市東雲町1丁目11番地
電話／ 27-2527
FAX／ 27-2528

恵庭市
恵庭市生活環境部市民課
＊「完全予約制」マイナンバーカード休日
申請支援窓口開設
　マイナンバーカードの申請手続きがで
きます。市の職員がサポートし、無料でお
写真をお撮りします。必要書類が揃って
いれば、出来上がったカードを郵送で受
取れます。恵庭市民限定、参加無料。
とき／ 1月16日（日）9時～15時
ところ／恵庭市役所市民課（京町1）
対象／恵庭市民
持ち物／顔写真有本人確認資料1点、又
は顔写真無し本人確認資料2点、個人番
号カード交付申請書、通知カード（お持ち
の方のみ）
申込期限／ 1月14日（金）15時まで、完
全予約制
問合せ／恵庭市生活環境部市民課マイナ
ンバー担当
申込・電話／0570-07-0330（9時～17時）

恵庭市郷土資料館
＊令和3年新収蔵資料展開催
　郷土資料館で、令和3年中に市民より
寄贈を受けた資料の中から生活用具な
ど、34件264点の中から約74点を展示
します。
とき／ 1月27日（木）まで、9時30分～
17時分、休館日11日（火）、12日（水）、
17日（月）、24日（月）
ところ／恵庭市郷土資料館特別展示室
（南島松157-2）
問合せ／恵庭市郷土資料館資料館担当
電話／ 37-1288

恵庭市教育委員会社会教育課
＊恵庭市の学校・地域をつなぐ「コミスク
かふぇ！」
　恵庭市のコミュニティ・スクールに関し、
情報共有や意見交換を行います。第一回
目となる今回は馬場祐次朗さん(全国体
験活動ボランティア活動総合推進センタ
ー )による講義、柏小学校の取り組み紹
介、参加者の意見交換を行い、コミュニ
ティ・スクールの推進について学びます。
要申込、参加無料。
とき／ 2月9日（水）18時～ 20時
ところ／恵庭市民会館3階中ホール（新
町10）
問合せ・申込／恵庭市教育委員会社会教育課
申込期限／ 2月1日（火）まで
電話／ 33-3131（内線1711、1712）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

キリンビール北海道千歳工場
＊工場だけの特別体験。キリン一番搾り
おいしさ実感ツアー
　1月21日（金）より、休止していた工場
見学をリニューアルして再開します。ビー
ル好きな大人のお客様がいっそう楽しめ
るように一部のコンテンツを進化させ、ニ
ューノーマル時代に適した付加価値の高
い工場見学を提供します。また、アルコ
ール飲料を製造・販売する企業としての
社会的責任から、これまで無料としていた
ビールのテイスティングを含む見学ツア
ーの参加費を、1名様500円（税込）に変
更します。参加には電話による事前予約
が必要です。
再開日／ 1月21日（金）
所要時間／約90分
参加費／ 500円（20歳以上1名様）※
19歳以下は無料
予約開始日／ 1月14日（金） ※電話にて
事前予約が必要
その他／今後の新型コロナウイルス感染
拡大状況により、再開日・ツアー内容を
変更する場合がございます。詳細はホー
ムページをご覧ください。
ところ・問合せ・申込／キリンビール北
海道千歳工場（上長都949-1）

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、高額な参加費のイベント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19日（水）
1月28日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


