
2022年3月18日（金） ちゃんと17

千歳市
千歳市産後ケア事業
＊コロナ禍でも安心して産後を過ごすために
　新型コロナウイルス感染症対策を十分に
取りつつ、訪問型およびデイサービス型の
産後ケア事業を実施しています。コロナ禍
により里帰りや周囲のサポートが難しい状
況を支えます。また、千歳に引っ越して間も
なく慣れない環境に戸惑う方もご利用くだ
さい。不明点など、お気軽にお問い合わせ
ください。
①訪問型
利用時間／ 9時～ 17時の間で2時間
ところ／自宅
利用料／ 1080円＋交通費320円 ※市民
税非課税・生保世帯は減免あり
②デイサービス型
利用時間／ 9時～ 15時の間で4時間
ところ／各助産院（送迎はありません）
利用料／ 1400円＋昼食費（希望者） ※市
民税非課税・生保世帯は減免あり
①②共通
対象／千歳市に住所がある産後4カ月未満
の方と赤ちゃん
対応者／千歳市が委託している助産院（4
カ所）の助産師
回数／7回まで（訪問型・デイサービス型通算）
内容／①産後の身体や心のケア・相談 ②
乳房の手当て（マッサージ含む） ③授乳サ
ポート ④赤ちゃんの相談（体重測定や発達
発育チェック） ⑤育児相談 ⑥技術サポート
（抱っこや泣きの対応など） ⑦お母さんの
休息（デイ時） ⑧沐浴・スキンケア（訪問時） 
⑨お父さん等への技術サポート（訪問時）
申込方法／妊娠32週（9カ月）から申請・
登録可能
その他／双胎・早産や未熟児での出産など、
産後4カ月が過ぎそうな場合は相談に応じ
ます。
問合せ・申込／千歳市保健福祉部母子保健課
電話／ 24-0133

フードバンク千歳
①パネル展
　活動の様子や「食」について考えるパネル
展を開催します。観覧無料。
とき／ 3月20日（日）～24日（木）11時～15時
②フードドライブ
　お家で余っている食材の寄付を受け付け
ます。必要な方に届けるための寄付をお願
いします。参加無料、申込不要。
とき／3月20日（日）10時～20時
①②共通
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広6
丁目3）
問合せ／フードバンク千歳 すまいるはーと
電話／090-9754-7970（根本 ※14時以降）

千歳市不登校の子を支える親の会　
ぽっけ
　不登校や行きしぶりなど、お子さんの事
ひとりで悩んでいませんか？　「話すこと、
聞くことで心を軽く」を目的に開催していま
す。当日午前中までに要申込。
とき／ 3月27日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店 2
階和室
参加費／ 200円（会場費）
問合せ・申込／不登校訪問支援カウンセラ
ー　今野
電話／ 090-5822-8798

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業（全9回）

　千歳市民の高齢ドライバーを対象に、運
転に関するミニレクチャーやトレーニング等
を行います。参加無料、要申込。原則9回
すべての参加をお願いします。
内容／①健康や認知症と運転、免許返納と
その後の生活、高齢者講習や道路交通法、
自動運転技術など運転に関するミニレクチ
ャー、トレーニング ②安全運転自己チェック 
③千歳市の運転環境や代替の移動手段な
ど、テーマに沿って意見交換や演習
とき／【すべて火曜日の14時～ 15時30
分】①4月12日 ②5月10日 ③6月7日 
④7月26日 ⑤8月9日 ⑥9月27日 ⑦
10月11日 ⑧11月1日 ⑨12月13日 ※
原則9回すべてに参加ください。
ところ／千歳市総合福祉センター 4階 402
号室（東雲町2-34）
対象／ 65歳以上で普通自動車免許を有す
る千歳市民。ご家族の参加も歓迎です！
講師・実施機関／北海道千歳リハビリテー
ション大学　佐々木 努（認定作業療法士、
交通心理士）、山田 恭平（認定作業療法士）、
千歳市介護予防センター、千歳市認知症地
域支援推進員
定員／ 40人（先着順）
その他／運転免許更新時の高齢者講習では
ありませんので、ご注意ください。
申込締切／ 4月8日（金）まで
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

じもじょき.netちとせ
①ちとせ・コワーキングTIME
　まちライブラリー＠ちとせ館内の一角を
借りて開催します。起業に興味のある方か
ら既に起業されている方まで、お仕事や打
合せの場としてご利用ください。じもじょき
.netちとせのスタッフが常駐し、希望する方
には、参加者同士の交流をサポートしたり、
起業や事業に関するご相談をお受けします。
ぜひお気軽にご参加ください。参加無料、
事前申込不要。
とき／ 4月14日（木）10時～ 14時
②ちとせで一番ハードルの低い企業の個別
相談
　ちとせ・コワーキングTIMEと同時開催。
参加無料、要事前申込。
とき／ 4月14日（木）①12時～ 12時50
分 ②13時～ 13時50分
①②共通
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広6
丁目3）
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①K&A Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 3月18日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②トモエスポーツ「千歳高校指定体育用品
採寸・販売会」
とき／ 3月18日（金）～ 21日（月・祝）
10時～ 19時
ところ／ 1階プロショップYAMANO隣
③旅するおむすびワゴン　おむすびすみす
とき／ 3月19日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④燻製と檸檬Bitters「燻製サンドとレモネ
ード販売」

とき／ 3月20日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤富士山の銘水「ウォーターサーバーキャン
ペーン」
とき／ 3月21日（月・祝）～ 23日（水）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
⑥ハッピーイエロー「どら焼き販売」
とき／ 3月21日（月・祝）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／ 3月22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

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。

つまみ細工講座
　ちりめん生地、絹生地でお花を作り、かん
ざし、コサージュ、アレンジメント等を制作
します。初心者さんも、スキルアップしたい
方も、お待ちしております。ピン留めとフォ
トフレームを制作するつまみ細工の体験講
座も別途受付中。参加有料、要事前申込。
講師／小泉　美幸（工房みゅー）
とき／毎月第3・第4火曜日 【午前の部】
10時30分～ 12時30分 【午後の部】13
時30分～ 15時30分
ところ／クラフトハート トーカイ 千歳店（千
歳ステーションプラザ1階）
参加費／ 1講座につき3300円程度（参加
費1650円＋材料費） ※体験講座は1100円
定員／各時間2人まで
持ち物／作品の入れ物等
問合せ・申込／クラフトハート トーカイ 千歳店
電話／ 22-2051

稲穂サッカースポーツ少年団
＊無料体験会
　スペインなど海外の指導資格保有者をは
じめ、経験豊富な指導スタッフが基本技術
から楽しく丁寧に指導します。サッカー未経
験者も大歓迎！ 技術と判断力を伸ばす稲穂

少年団のトレーニングを、ぜひ一度体験して
ください。学区を問わずに募集しており、恵
庭市や苫小牧市在住の選手も在籍していま
す。参加無料、要事前申込。
対象／年長～小学3年生までの男女 ※経
験不問、他学年も応相談
とき／火～金、土・日から、学年により希望
日時を調整します。
ところ／千歳市内小学校の体育館、花園コ
ミュニティセンター 体育館
持ち物／サッカーボール（貸出可）、上靴、
動きやすい服装、飲み物
問合せ・申込／稲穂サッカースポーツ少年団
電 話 ／ 090-3892-9622（ 谷 ）、090-
9438-1625（木原）

韓国語講座説明会のお知らせ
　要申込。詳細はお問い合わせください。 
とき／①3月21日（月・祝） ②3月31日
（木） いずれも19時～ 19時30分
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・申込／韓国民団千歳支部
電話・FAX／ 23-3420
携帯電話／ 080-6086-1116
Ｅメール／ kimhotae1116@gmail.com

New Year Concert 2022
　1月に開催予定でしたが、やむを得ず取り
やめとしたコンサートです。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／3月27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）

フィットネス部
　筋トレとストレッチの運動やZUMBAを行
います。参加有料、要申込。詳細はお問い

タウンニュースタウンニュース
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

3月23日（水）
4月1日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

ほのか'spoint★

材料（2人分）

☆サバの缶詰 ……………1缶
☆ レタス　 ………… 1/2玉
☆トマト …………………1玉
☆きゅうり ………………1本
☆マヨネーズ ………大さじ2
☆お酢………………大さじ2
☆ ごま油　…………大さじ1
☆ ごま、のり … 好きなだけ

サバはカルシウムが豊富！ また、サバに含まれる
DHA(ドコサヘキサエン酸)は、脳や神経の機能を
活性化させる働きがあると言われています。 さら
に、不飽和脂肪酸の一種であるEPA(エイコサペン
タエン酸)を含み、血液をサラサラにする働きや、
血管を柔らかくする効果、ガン予防も期待されてい
ます。高齢の方はもちろん、カルシウムや野菜不足
が気になる働き盛りの方にもおすすめです！

美味監修

服部　ほのか
管理栄養士

『簡単で美味しく、栄養価の高い料理』 で複数のコン
テストにて受賞歴あり。カンタンに手に入る材料を
使った、減塩・高タンパクのレシピを開発しています。
千歳市社会福祉協議会「げんき茶屋」でも活躍中！

管理栄養士 ほのか
presents

か ん た ん♪

健康
こうけん

ごはん 第8回

材料費（1人分）調理時間
150円約5分約

たんぱく質 ・・・・・14.9ｇ
食塩相当量 ・・・・・ 1.1ｇ
エネルギー ・・・・・381kcal
脂質 ・・・・・・・・ 29.5g
炭水化物 ・・・・・・・15.6ｇ
食物繊維 ・・・・・・ 2.2ｇ
カルシウム ・・・・・ 209ｍg

栄養価（1人分）

サバ缶で！サバ缶で！
もりもりサラダもりもりサラダ

混ぜるだけで混ぜるだけで
ボリュームたっぷりボリュームたっぷり

作り方
①  レタスを洗い、食べやすい大き
さにちぎる。
②  トマト、きゅうりを一口大の角
切りにする。
③ 缶詰の汁を軽く切っておく。
④  ボールにすべての材料を入れ、
よく和える。


