ちゃんと
問合せ・申込／ 090-6995-1977（板垣）

ギャラリー左岸

＊佐藤宣賢（のりたか）切り絵展
切り絵作品を展示します。観覧無料。
関連イベントとして、4 月 16 日（土）14
時から、切り絵が使われた絵本「めだまの
かみさま」朗読および弦楽器「トンコリ」
の演奏会を行います。
とき／ 4 月 4 日（月）〜 30 日（土）11 時
〜 17 時 ※日曜定休
ところ／ギャラリー左岸（千歳市清水町 4
丁目 19-2 むつみ屋商店内）
問合せ・電話／ 23-3363（むつみや商
店 北島）

家づくりセミナー

家づくりをはじめる方は必見！ 家づくり
に役立つ情報を盛りだくさんで紹介しま
す。参加無料、要事前申込。
とき／ 4 月 23 日（土）13 時 30 分〜 15 時
ところ／北ガス文化ホール
問合せ・申込／住まいの無料相談窓口「む
すぶ」
電話／ 0120-621-862

キッズバレエ体験レッスン

2022 年 3 月 25 日（金）

22

電話／ 080-1866-4804（長谷川）

講師／阿部由美子さん（菜菜倶楽部）
〜 14 時 ※会員になられた方は自由な時
持ち物／スリッパ、手を拭くタオル、エプ
間に来て作ることができます。
ロン
会費／月 5000 円（釉薬、焼き代込）
、材
ミナミナ市
＊ミナミナ市＆キッチンカーフェス in フレ
料費別（粘土 1 ㎏ 500 円）
、体験は 1 回
申込締切／ 4 月 6 日（水）
スポ恵み野
ところ・問合せ・申込／まちづくりスポッ 1000 円
持ち物／道具はお貸しします。汚れても
ミナミナ市（モール棟内通路）布小物、 ト恵み野（恵み野里美 2-15 フレスポ恵
いい服装で。
木工などのてづくり作品や、パンなど 15
み野内）
対象／小学生〜大人、どなたでも。
店が出展。今回、パンやクッキー、焼き菓
電話／ 39-2232
ところ・問合せ・申込／陶芸サークル歩
子などお菓子系多めです！ 毎回大人気
工房（恵庭市南島松 596 旧保健センター
をいただいているキッチンカーフェス（駐
ポーセラーツ体験会
12×12cm の白い角皿に転写紙を貼
近く）
車場）
。今回は 17 台がやってきます。ラ
電話／ 090-6219-7252（坪松）
ンチに、晩ごはんのおかずに、ぜひご利 りオリジナル食器を作ります。要予約。マ
スク着用の上ご来店ください。
用ください。※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため飲食スペースは用意して とき／ 4 月 16 日（土）または 17 日（日）
のどちらかをお選びください。15 時〜 2
いません。
時間程度。
とき／ 3 月 27 日（日）10 時〜 16 時（キ
お詫びと訂正
ところ／カフェ ミモザの園（黄金南 4-11ッチンカーは 17 時まで）
本紙 3 月 18 日号 1 ページの「ド
16）
ところ／フレスポ恵み野モール棟＆駐車場
ローン基礎技能講習を実施」の記事
参加費／お一人様 3000 円（スイーツ &
（恵み野里美 2-15）
中で、「造園土木業の円建」とあるの
その他／マスク着用等、新型コロナウイ ドリンク付）
は、正しくは「園建」でした。読者
定員／ 1 日 4 名限定
ルス感染拡大防止にご協力ください。当
ならびに関係者の方々にご迷惑をお
問合せ・申込・電話／ 090-5955-1925
日体調の悪い方は来場をお控えくださ
かけしました。訂正してお詫び申し
（佐藤）
い。
上げます。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）
Eメール／ minamina-ichi@hotmail.com

仲間募集

■定員：25名 ■最少催行人員：15名 ■添乗員：なし
（同行も有）

千歳発着

手編みサークル会員募集

手編みの基礎からゆっくり覚えていけ
ます。自分 の 編 んでみたい 物を編めま
す。おしゃべりしながらどうですか？ 随時
受付。
とき／毎月 2 回、火曜日
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
月謝／ 2500 円
持ち物／筆記用具、編み針
問合せ・申込・電話／ 090-5075-2754

仲間募集！ 陶芸サークル歩 ( あら
た)

マグカップ、湯飲み、お皿、植木鉢など
自分で作って、暮らしを楽しみませんか。
体験だけでもＯＫです。
とき／ 4 月〜 11 月、基本は木曜日、9 時

日帰り・宿泊バスツアー

（一部恵庭・苫小牧有）

千歳営業所（流通3丁目3-12） 駐車スペース有
こどもの日におでかけ

積丹神威岬・海鮮丼昼食と
小樽ホテルランチビュッフェ
余市川桜づつみ・お買物 ・田中酒造

（道の駅・柿崎商店・余市ワイナリー）
出発日

4/30

札幌オリンピックミュージアム

日帰り と白い恋人パーク
出発日

〈大人〉お1人様

8,850 円

5/5

日帰り

㊗

〈大人〉お1人様

入館料込

〈小学生〉お1人様

8,650円 6,000円

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
出発▶千歳7:40、
恵庭8:20
帰着▶恵庭17:10頃、千歳17:40頃
食事▶1昼
（うしお丼）
付

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
出発▶千歳8:00、恵庭8:40
帰着▶恵庭18:00頃、千歳18:30頃
食事▶1昼
（ホテルノルド小樽）
付

桜の弘前公園

連休に行く!

道南桜旅情
「松前城公園」
名湯
「酸ヶ湯温泉・千人風呂」
入浴 「五稜郭公園」
桜の名所めぐり
たっぷり見学と
出発日

4/28

3日間

〈大人〉
お1人様
（2等船室）

33,500 円

集合場所▶①千歳営業所
宿泊▶1・2日目：船中泊
（シルバーフェリー）
食事▶1朝付

出発日

5/1

2日間

〈大人〉お1人様（3〜4名1室）

29,800 円

2名1室は
2,000円増

集合場所▶①千歳営業所 ②苫小牧営業所
宿泊▶1日目：温泉旅館 矢野又は同等
食事▶1朝1昼1夕付

みちのく桜の名所めぐり
4/ 9
「白石川堤一目千本桜」
3日間
4/14 「三春滝桜」

4/21

東北桜めぐり
「角館しだれ桜」
と
「北上展勝地 桜のトンネル」
3日間

引続き
募集中

2 歳半〜 6 歳の未就学児を対象とした
ダンスアトリエ フェリール
バレエクラスです。5 月 1 日（日）開講に ＊キッズポンポンダンス体験会 in 恵庭
キラキラのポンポンを使って、楽しく踊
向けた体験レッスンを行います。参加有
りましょう。初心者さん、習い事デビュー
料、要事前申込。
とき／ 4 月 24 日（日）10 時 30 分〜 11
の子どもたち、そして、夢中になれること
時 20 分
を探している子どもたち大歓迎です！ 要
ところ／ダンスプロデュース岡部スタジ
申込。
オ内（ちとせモール 2 階）
とき／ 4 月 4 日（月）16 時〜 16 時 50 分
参加費／ 500 円
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
持ち物／動きやすい服装、汗拭きタオル、 2-1-1）
飲み物 ※髪の長いお子さんは参加の際
対象／ 4 歳〜年長さん
に髪をまとめてご来場ください。
参加費／ 1 人 500 円
申 込 方 法 ／ 氏 名（ フリガ ナ ）
、生 年 月
電話／ 090-2423-2250
日、年 齢 を 記 入 の 上、メ ー ル ま た は
Instagram の DM（@kids̲rina）まで
作っちゃおう！手作りお味噌
なんと、
「黒千石大豆」でお味噌を仕込
申込締切／ 4 月 15 日（金）※以降空きが
みます。
あれば随時受付
とき／ 4 月 8 日（金）13 時〜 14 時
問合せ・申込／ Kidsrina
参加費／ 1㎏ 1500 円、2㎏ 2500 円
E メール／ honoka̲yf@yahoo.co.jp

●旅行代金は全て税込です ●利用バス：つたいバス
（道内）
・岩手北バス又は同等
（道外）※画像・イラストはイメージです
北海道知事登録旅行業第2-583号

旅行企画・実施
お申し込み・お問い合わせ

☎0155-24-2414

お陰様で62周年
つたいバス／

（日・祝 休み） 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
契約成立後お客様都合によるお取り消しは、
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。

道文教大のしあわせレシピ
夢 膨 ら む ♪ お 腹 も 膨らむ♪
美味監修

北海道文教大学では、
3月12日
（土）
に学位記授与式が行われ、
多くの卒業生が期待を胸に新天地へ
と羽ばたきました。
そして、
来月には新入生を迎えます！今回は
『夢が膨らむ新生活！』
をテーマに、
こねずに簡単♪ぷっくり膨らむポケットパンをご紹介します。

夢が膨らむ
ポケットパン

●パン生地
・強力粉 …………………………………… 300g
・塩 …………………………………………… 6g
A
・ドライイースト …………………………… 3g
・きび砂糖 …………………………………… 15g
・水 ………………………………………… 200g
・オリーブオイル …………………………… 15g

パンも夢も膨らまないので、

●1人分の栄養価

優しく扱いましょう！

健康栄養学科

山森

栄美

作り方

そこから空気が漏れて

麺棒で伸ばす際に生地が 破れると、

講師

材料（6個分）

●具
・ゆで卵 ……………………………………… 2個
・ペッパーハム ……………………………… 6枚
・サニーレタス ……………………………… 6枚
・トマト ……………………………………… 1個
・きゅうり …………………………………… 1本
・アボカド ………………………………… 1/2個
・玉ねぎ …………………………………… 1/4個
・かいわれ大根 …………………………… 1/2PC
・タルタルソース（市販品）…………… 小さじ3

ポイント

人間科学部

①.オーブンを220℃に予熱しておく。
②.ボウルに、Aの材料を入れて良く混ぜ、真ん中にくぼみを作
り水とオリーブオイルを加える。
スケッパーで切りまぜ、粉っぽさがなくなったらラップを
して温かい場所で20分休ませる。
③.②に打ち粉（強力粉/分量外）
を振り、
両手で外側の生地
を内側に入れ込みながら、
丸める
（表面がなめらかにな
るまで）。
ボウルに戻し、
ラップをして2倍に膨らむまで温かい場
所で発酵させる。
④.③を6等分に分けて丸め直し、
とじた面を下にして置
き、布巾を被せて10分休ませる。
⑤.打ち粉をした台に④を置いて手のひらで軽く押し、
麺
棒で直径15cmに伸ばす。
⑥.クッキングシートを敷いた天板に並べ、
余熱をした
オーブンで6〜7分焼く。
焼き上がったら網の上で冷まし、
半分にカットする。
⑦.ポケットの中に好みの具を詰め、
タルタルソースをか
ければ完成！

エネルギー

たんぱく質

脂質

食物繊維

食塩相当量

345kcal

12.6g

13.7g

2.8ｇ

1.6ｇ

