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合わせください。
①木曜日クラス
とき／ 4月7日、14日、21日　①13時5
分～13時50分（体スッキリストレッチ体操）
②14時～ 14時45分（ZUMBA）
ところ／花園コミュニティセンター 4号室
定員／各12人
②金曜日クラス（体スッキリストレッチ体操）
とき／ 4月8日、15日、22日 19時5分～
19時55分
ところ／花園コミュニティセンター 2号室
（15日と22日は会場変更の場合あり）
定員／ 8人
③土曜日クラス
とき／ 4月2日、9日、16日、23日　①
13時5分～ 13時50分（体スッキリストレ
ッチ体操）②14時～14時45分（ZUMBA）
ところ／富丘コミュニティセンター 5号室
定員／各12人
①～③共通
参加費／ 1レッスン500円（初回無料） ※1
日で2つのレッスンに参加する場合は700円
持ち物／タオル、飲み物、運動できる服装
（必要な方は着替えのウエア）。体スッキリ
ストレッチ体操に参加する場合はヨガマット、
ZUMBAに参加する場合は運動シューズを
お持ちください。
問合せ・申込／ 090-6445-3057（長谷川、
ショートメール可）

ナツメ堂鍼灸院
＊生産者を応援！　鍼灸治療無料応援企画
　コロナ禍により飲食店やホテルが続々休
業し、その裏で食材を卸している生産者の
方々も苦境に立たされています。私たちが
毎日変わりなく日常生活を送れるのも、皆
さんが安全・安心な食品を届けて下さって
いるおかげです。そんな皆さんに感謝と応
援の気持ちを込め今回の企画をスタート！
とき／ 3月31日（木）まで
参加対象／恵庭市、千歳市、北広島市、長
沼町の畑や農場、漁場で働いている方
参加費／無料
ところ・問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院（恵
庭市駒場町1丁目1-3）
電話／ 21-8988

北海道新体操クラブ恵庭
＊男子新体操・バク転教室 無料体験会
　バク転やトランポリンをやってみたい君！ 
男子新体操をやってみませんか？ 当クラブ
は、新体操を通しどんなスポーツにも必要
な体幹や柔軟性を身につけることを目標に
活動しています。参加無料、要予約。
とき／ 3月21日（月・祝）13時～ 14時

ところ／恵庭南高等学校 第2体育館（白樺
町4丁目1-1）
持ち物／動きやすい服装、タオル、飲み物 ※
外靴は袋に入れ持ち歩きをお願いいたします。
申込締切／ 3月18日（金）
問合せ・申込／北海道新体操クラブ恵庭
電話／090-2058-6061（受付代表　笹原）

サロンおはな
①依存症ってなに？
　依存症の正しい知識を伝え、地域の理解
を深め回復を応援する社会に！　安心でき
る居場所づくり～サードプレイスとは～。参
加無料、要申込。
とき／ 3月21日（月・祝）10時～11時30分
その他／オンライン（Zoom）参加ご希望の
方は申込時にお知らせください。
ところ／緑と語らいの広場えにあす 1階 会
議室1（緑町2丁目1-1）
②女性による女性のための居場所づくり
　コロナ禍において様々な不安を抱える女
性への相談（突然涙が出る・人と会いたく
ない・眠れない・食欲がわかない・やる気
が出ないなど）。生理用品の配布も行ってい
ます。出入り自由、秘密厳守、参加無料。
とき／ 3月24日（木）10時～ 12時
その他／オンラインまたはお電話での相談
可。ホームページ、公式LINE、お電話にて
事前にお申し込みください。
ところ／えにあす 2階 クッキングスタジオ
③がん患者・家族・遺族会 ＆ ～つなぐ・つ
なげる・つなぎたい～
　特別企画「生活に役立つ風呂敷講座」。
とき／ 3月26日（土）13時～ 15時
④子どもの居場所づくり　寺小屋おはな
　子どもと一緒に参加する「ふろしき楽習
会」。直接会場にお越しください。
とき／ 3月26日（土）10時～ 12時
③④共通
講師／斎藤のりこ 氏（結び屋ゆいく 認定講師）
その他／申込不要ですが、入場人数を制限
する場合があります。参加無料。コロナ感
染予防対策にご協力ください。
ところ／えにあす 1階 会議室3
①～④共通
問合せ・申込・電話／ 080-4044-8313（お
はな代表 石上）

恵庭女子新体操
＊無料体験会
　女の子の憧れ、キラキラ可愛くリボンや
ボールを使ってお友達と楽しく踊りましょう。
コロナ感染予防対策のため、マスク着用、
検温にご協力お願い致します。参加無料、
要申込。

とき／ 3月24日、4月7日、21日、28日、
いずれも木曜日17時30分～ 18時30分
ところ／恵庭市総合体育館（黄金中央5-199-2）
対象／新年中～小学生
持ち物／動きやすい服装
電話／ 090-2558-5172（権守）

shines color
＊占います
　手相・西洋占星術・タロット、3種の占術
で占います。恋愛・仕事・人間関係、これ
からの運勢等々。（寿命、病気、試験の合否
などは占なえません）費用、所要時間などは
お問い合わせください。要予約。
とき／ 3月24日（木）10時～ 16時
ところ／ミシン＆カフェ Ｃhill（京町65-2）
問合せ・申込・電話／ 090-7645-4623

「プログラミング」という習い事！ こ
どもプログラミング授業体験！ 
　楽しい！ 自信がつく！ 毎日教室に行きた
がる！と大好評。各回1家族様だけのプライ
ベート授業体験です。キッズスペースあり、
駐車場あり、手ぶらでOK。
とき／ 3月26日（土）・27日（日）10時～、
11時30分～、14時～、15時30分～
ところ／ Do! Kids Lab恵庭本校（栄恵町
98番地）
対象／小学1年生～中学3年生
問合せ・申込／ Do! Kids Lab
電話／ 090-6695-6748（代表 鷲尾）

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第117回シネマサロン例会
　老医師とエリート医師の葛藤が弱者のい
のちを救う強い絆となる山本周五郎原作「赤
ひげ」の上映（1965年、日本）。入場無料。
とき／ 3月26日（土）13時～
ところ／恵み野北町内会館（恵庭市恵み野
北5-8-2）
定員／先着20人
参加条件／マスク着用
問合せ／ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

仲間募集
千歳着付けサークル
＊会員募集
　個人の技量に合わせて、少人数でお稽古
中です。参加費などの詳細は、お問い合わ
せください。
とき／月2回（第1・第2水曜日）14時～

16時
ところ／花園コミュニティセンター（千歳市
花園4丁目2-5）
持ち物／着付けに必要な物一式
問合せ・申込／ 23-4753（ながて）

千歳市幸町2丁目3-2 　定休日/日・祝・ほか不定休 
Te l 0123-26-5061　

（受付14：00～18：00）　ご予約・お問い合せ完全予約制 ※ご予約は2日前までにお申し込みください。※ご予約は2日前までにお申し込みください。

ちとせスーパープレミアム付商品券 ご利用いただけます。

感染防止対策
実践店

当店は道が実施する感染防止対策に
係る認証基準を実践しています

季節のお料理 （お一人様税込料金）
9,000円
コース
〈全7品〉

14,000円
コース
〈全7品〉

20,000円
コース
〈全8品〉

当店の感染防止対策
●距離をとってのお席のご案内
●飛沫感染対策用アクリル板設置
●24時間換気 ・ ロスナイ換気システム
●空間除菌脱臭機「ジアイーノ」設置

当店はコース料理のみのご提供となっております。

17:30～21:00まん延防止期間中の営業時間

4月3月・ ご予約承り中
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次回の掲載は4月15日発行のちゃんと814号です。
お楽しみに!！

千歳高校漫画研究部 第 72 回

by アサギ「もうすぐ春休み」
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