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恵庭市子ども未来部子ども家庭課
＊2022えにわシーニックナイト「スノーキャ
ンドルでセンターを飾りましょう」
　黄金ふれあいセンターでスノーキャンド
ルづくりや飾り台へのスノーキャンドルの設
置を行います。幼児でもできる雪玉づくり
もあります。ろうそくへの点火は16時半頃
から20時まで。参加無料。雨天中止。
とき／ 2月5日（土）13時30分～ 15時
40分
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金南
5-11-1）
対象／小・中・高・大学生、センター利用
団体、幼児は保護者同伴
持ち物／防寒着、帽子、スノー手袋
問合せ／黄金ふれあいセンター
電話／ 32-2081（髙橋・今井）

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／ 1月21日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②道民共済「移動相談会」
とき／ 1月21日（金）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ 011-611-2456
③Ｋ＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 1月22日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④au・UQモバイルキャンペーン
とき／ 1月22日（土）23日（日）10時～
19時
ところ／ 1階センター広場
⑤燻製と檸檬 Bitters「燻製サンド販売」
とき／ 1月23日（日）9時～ 17時、27日
（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 1月24日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦ベビーカステラ販売
とき／ 1月25日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑦共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

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） ※電話にて事前予
約が必要です。
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
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）
電話／24-5606（9時30分～16時30分、
月曜・火曜休館 ※祝日の場合は営業）

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。

寒さを吹っ飛ばせ！ 楽しい筋トレ
　寒いからこそメラメラ燃焼！ 音楽と筋トレ
が融合した楽しいトレーニングを一緒にしま
せんか？ 日頃のストレス発散にも。自分で強
度を選択できるので、無理なくできます。 参
加有料、要申込。詳しくはお問合せください。
とき／①毎週金曜日19時50分～ 20時
45分 ②毎週土曜日19時～ 19時50分
ところ／千歳市内のコミセン（要問合せ）
参加費／初回500円
持ち物／運動靴、ヨガマット、水分、タオル、
運動に適した服装、必要であれば着替え
問合せ・申込・電話／ 090-6219-4383（吉
岡、ショートメール可）

「やさしいピラティス&耳つぼジュエ
リー&おうちパン」コラボ企画
　楽しいコラボ企画のご案内です。お好き
なコースをどうぞ♪【やさしいピラティス】運
動不足の解消にやさしいピラティスで身体ス
ッキリさせましょう！【耳つぼジュエリー】腰
痛やリフトアップなどの耳つぼにステキおし
ゃれなジュエリーを！【おうちパン】フライパ
ンでアンパン作りのデモンストレーション。
試食つき！ 詳しくはお問い合わせください。
とき／ 1月29日（土）【やさしいピラティス】
9時30分～【耳つぼ＆おうちパン】10時
30分～
ところ／民家カフェ「結工房」（千歳市勇舞
8丁目4-10）
問合せ・電話／ 090-8635-3465（平本）

ヨガ
　初心者の方も参加できるヨガです。参加
有料、要事前申込。詳しくはお問い合わせく
ださい。
とき／ 2月2日（水）、16日（水）19時40
分～ 20時40分
ところ／ゆうまいホール（千歳市勇舞4丁目
11-6）
参加費／ 600円
持ち物／ヨガマット、動きやすい服装。マス
クの着用をお願いします。
申込方法／電話またはSMSにて
問合せ・申込・電話／090-2816-0203（佐藤）

オンライン婚活セミナー＆パーティー
（Zoom使用）
　婚活のプロが、事前テストミーティング・
司会進行・カップル成立後のアフターフォ
ローなどサポートしますので安心してご参
加いただけます！
①オンライン婚活セミナー
テーマ／これで婚活も成功間違いなし！ 相

手に好印象を与えるコミュニケーションとは
講師／森順子氏（株式会社ハッピーアロー
代表・フリーアナウンサー）
とき／【女性】2月19日（土）13時～15時、
【男性】2月20日（日）13時～ 15時
対象／独身者（定員・年齢制限なし）※男性
は千歳市在住または在勤の方
参加費／無料
条件／インターネット環境のある方
②オンライン婚活パーティー
日時／ 2月26日（土）13時～ 15時
対象／ 25歳～40歳位の独身男女（定員各
６名程度）※男性は千歳市在住または在勤
の方　※応募多数の場合は抽選
参加費／ 1000円
条件／インターネット環境のある方　※上
記セミナーにご参加いただける方優先
①②共通
申込期限／ 2月9日（水）まで
申込方法／千歳市ホームページにてご確認
ください。
問合せ先／千歳市政策推進課
電話／ 0123-24-0452

恵庭尺八会
＊初春　琴と尺八による演奏会
　新春の爽やかな気分をあじわってもらう
と同時に、日本の伝統楽器の素晴らしさに
興味を持っていただきたいと、開催いたしま
す。地元と近郊に住む愛好家たちの演奏を
聞いてください。興味がある方の恵庭尺八
会、琴の会への加入も受け付けております。
入場無料。
とき／ 1月23日（日）13時30分～16時頃
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
問合せ・申込／恵庭尺八会
電話／ 090-5954-7106（米田）

ミナミナ市
＊ミナミナ市＆キッチンカーフェス
　ミナミナ市（モール棟内通路）布小物、木
工、などのてづくり作品や、パンなど15店
が出展。今回、パンやクッキー、焼き菓子な
ど、お菓子系多めです！　キッチンカーフェ
ス（駐車場）毎回大人気をいただいているキ
ッチンカーフェス。今回は17台がやってき
ます。ランチに晩ごはんのおかずに、ぜひ
ご利用ください。※コロナウィルス感染拡
大予防のため、飲食スペースは用意してい
ません。
とき／ 1月30日（日）10時～ 16時（キッ
チンカーは17時まで）
ところ／フレスポ恵み野モール棟と駐車場
（恵み野里美2-15）
その他／マスク着用等、新型コロナウイル
ス感染拡大予防にご協力ください。当日体
調の悪い方は、来場をお控えください。
問合せ・電話／090-8659-9032（ヤマグチ）

恵庭スキー学校
＊スキーバッジテスト、スキージュニアテスト、
スノーボードバッジテスト開催のお知らせ
①スキーバッジテスト（午後開催）
とき／ 1月30日、2月13日、2月27日い
ずれも日曜日
②スキージュニアテスト（午前開催）
とき／ 1月29日、2月12日、2月26日い
ずれも土曜日
③スノーボードバッジテスト（午後開催）
とき／ 2月6日、2月20日いずれも日曜日
ところ／恵庭市民スキー場（盤尻330-2）
受付時間・受付場所／スキージュニアテス
ト9時30分～ 10時、スキー・スノーボー
ドバッジテスト12時30分～ 13時、山の家
にて受付。
その他／テストの種目・受検料等は市民ス
キー場山の家の掲示板、もしくは恵庭スキ
ー学校Facebookをご確認ください。バッ
ジテスト１級を受験する方は、２級の合格証
の提示、および事前講習を受講しなければ
なりません。
問合せ／恵庭スキー学校
電話／ 090-6696-1988

ミモザの園バレンタインコンサート
　甘いスイーツとヴァイオリン＆ピアノでリ
フレッシュのひと時を送ります。要申込。
とき／ 2月5日（土）17時から
ところ／ Cafeミモザの園（黄金南4-11-16）
参加費／店舗に問い合わせください

定員／ 20人予約制
問合せ・申込／ Cafeミモザの園
電話／ 25-8028

えにわスマイル保育園
＊スマイルキッズ
　保育園のお友達と雪中レクリエーション
を楽しんでプレゼントをゲットしよう！参加無
料、要申込。
とき／ 2月9日（水）10時～ 11時
ところ／えにわスマイル保育園（末広町32）
対象／ 0歳から小学校就学前までのお子様
持ち物／つなぎのジャンパー、手袋、冬靴、
水筒、帽子、プレゼントを入れるバッグ
問合せ・申込／えにわスマイル保育園
申込期限／イベントの3日前まで
電話／ 34-2796

One day shop＆フリマ
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。

第4回　ゆるぷらす
　千歳市内や近郊で活動されているお店や
キッチンカー、整体などのセラピストさん
等、10店舗ほどが出店するマルシェを開催
します。屋外では薪ストーブを使った体験な
どお楽しみも。お車でお越しの際は、お隣の
ソフトクリーム店「ぴーちゃん」駐車場をご
利用ください。入場無料です。
とき／ 1月29日（土）10時～ 15時
ところ／ plus p（千歳市みどり台1丁目
8-2）
問合せ／ ef-life.（エフライフ）
電話／ 050-5360-3137

訂正とお詫び
　ちゃんと 1月 14日号 21ページのタウ
ンニュース「キリンビール北海道千歳工場」
記事中で、問合せの電話番号が間違ってい
ました。正しくは「24-5606」です。関
係する皆様にご迷惑をおかけしましたこと
をお詫びし、訂正いたします。

次回の掲載は2月18日発行のちゃんと806号です。
お楽しみに!！

千歳高校漫画研究部 第 70 回

by わらびもち「みかん」
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千歳恵比寿保育園千歳恵比寿保育園千歳恵比寿保育園千歳恵比寿保育園

4月入園児募集4月入園児募集4月入園児募集4月入園児募集

ええ びび すす

開園時間 7:00～20:00（予定） 対　象 生後43日目～2歳児
定　員 19名（地域枠9名）保 育 料 15,000円～28,000円/月（食費込）

内閣府所管 企業主導型保育事業

■体調不良児対応の園です

千歳市清流2丁目6-2 TEL 0123-29-5707（担当/石川）TEL 0123-29-5707（担当/石川）

※1 お預かりをさせていただきますお時間やご利用日数、当園と協定を結んでいただいております企業様にお勤めの方や地域の皆様によって料金の設定が異なります。

登園後、発熱などで園児の体調が悪くなった際、ご登録いただいている緊
急連絡先へお電話させていただきますが、お仕事の状況や事情などで早急
なお迎えが困難な事もあるかと思います。その際は常駐している看護師が
専用の医務スペースにて対応いたしますので、お迎えの時間まで安静に待
つことができます。
※感染症流行時や明らかな症状が見られる場合は利用ができない事もあります。

■洗濯サービスがあります
月極保育（16日以上）利用の場合、登園初日にバスタオル
等をお預けください。登園後は園に備えてある服に着替
え、お迎えの時間になりましたら登園時の服に着替え降園
となります。登園は連絡帳とオムツ（利用するお子様）の
持参のみでOKです。日々や週末のお持ち帰りのない、帰
宅後のご家族への負担の少ない園となります。

※1
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