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千歳市
北海道芸能赤十字奉仕団
＊第43回全道芸能赤十字大会（原則無観
客開催）の開催および募金活動について
　令和4年4月10日（日）に「第43回全
道芸能大会in千歳」が開催されます。本
大会は全道の芸能奉仕団が集まって開催
されており、今大会は千歳市芸能赤十字
奉仕団が主催し、5地区の芸能奉仕団が
参加します。
　大会期間中に、「ウクライナ人道危機救
援金」の募金箱を設置します。新型コロナ
ウイルス感染症対策のため、無観客での
開催としておりますが、募金に協力いただ
ける市民の皆様にはご観覧の席を用意し
ています。皆様の温かいご支援をよろし
くお願いいたします。
とき／ 4月10日（日）10時～ 15時
ところ／北ガス文化ホール 中ホール（千
歳市北栄2丁目2-11）
問合せ／千歳市芸能赤十字奉仕団 事務局
電話／ 0123-28-1778（髙田）

ちとせ環境と緑の財団
＊第44回メモリアルツリープレゼント申
込募集
　千歳市民で（1）～（5）に該当する方
を対象に苗木・苗・鉢物のいずれかをプ
レゼントします。受け取り方法等、詳しく
はお問い合わせください。
（1）出生　令和3年4月2日～令和4年
4月1日に生まれた方
（2）入学　令和4年4月に学校教育法に
定める学校（小中高大学等。幼稚園を除
く）に入学した方
（3）結婚　令和3年4月1日～令和4年
3月31日に結婚した方（代表者1人）
（4）自宅購入　令和3年4月1日～令和
4年3月31日に市内で自宅を購入した方
（1家族につき代表者1人）
（5）還暦　令和3年4月2日～令和4年
4月1日に満60歳を迎えた方
贈呈数／ 200本（申込先着順）
プレゼントする樹種／【苗木】サラサドウ
ダンツツジ、ジューンベリー、バラ、ブド
ウ、ブルーベリー、ヤマボウシ【苗】ハナ
ショウブ【鉢物】キンカン、ドラセナ、パキ
ラ
申込期限／ 4月11日（月）～4月22日
（金）必着
申込方法／往復はがき（1慶事につき1
枚）に、慶事者の氏名（ふりがな）、住所、
電話番号、慶事名、慶事が発生した年月
日、希望樹種（第1希望・第2希望）と、
返信先を記入して申込
問合せ・申込／公益財団法人ちとせ環境
と緑の財団（〒066-0047 千歳市本町3
丁目21）
電話／ 22-1117

千歳市手話講座（上級Ⅰ課程）開催
のお知らせ
　手話通訳技術の習得を目的に、手話講
座（上級Ⅰ課程）を開催します。この機会に
ぜひ受講しませんか。
対象／千歳市内在住の高校生以上で、中
級課程修了者または同等の方

定員／ 15人程度
とき／ 5月10日～ 12月20日（毎週火
曜日、全32回）19時～ 20時30分
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階 会
議室2・3（千歳市東雲町1丁目11）
参加費／テキスト代3080円、ボランティ
ア活動保険350円
持ち物／筆記用具
申込期限／ 4月27日（水）まで
申込／千歳市社会福祉協議会 地域福祉
課
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
①春のパンジー・ビオラ斡旋販売・講習会
　パンジー・ビオラ等春の花や寄せ植え
の販売、花用の土・腐葉土の斡旋、春の
花を使った寄せ植えの講習会、花のオーク
ションを行います。参加無料、申込不要。
とき／ 4月16日（土）9時～14時
ところ／花の拠点はなふる ガーデンエリ
ア園路 グラベルガーデン付近
②恵庭市フラワーマスター協議会による
ガーデニング講習会
　これから庭づくりを始めようと考えてい
る方、大歓迎！ ガーデニング初心者向け
の講習会です。1シーズン庭管理を行い
ながら、種まき・育苗・植付・剪定・病
害虫防除等のガーデニング技術を学べま
す。参加有料、要事前申込。
とき／5月～11月の第2火曜日（月1回）
10時～ 12時
ところ／花の拠点はなふる 暮らしを恵む
庭
参加費／ 3500円（1回500円×全7回）
その他／応募者多数の場合、恵庭市民を
優先します。
申込締切／ 4月26日（火）まで
①②共通
問合せ・申込／恵庭市役所 花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭市郷土資料館
＊企画展「金属製品と保存科学の世界」
　三菱財団50周年記念特別助成を受け、
奈良県で修理していた西島松５遺跡出土
の刀３振りが2月に帰ってきたのを記念
し、これらを含む恵庭の遺跡から出土した
貴重な金属製品を展示。また、修理方法
や保存科学についてわかりやすく解説し
ます。入館無料。
とき／ 4月16日(土) ～ 5月22日(日)
９時30分～ 17時 ※4月18、25、5月
2、6、9、16日は休館
ところ／恵庭市郷土資料館１階特別展示
室(南島松157-2)
問合せ／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

恵庭市島松公民館
＊親子ふれあい教室「親子で楽しいパンづ
くり」
　親子で楽しくパンをつくりましょう。ク
リームパン、ウィンナーパン等。
とき／ 4月23日（土）9時30分～ 12時

ところ／恵庭市島松公民館調理実習室
（島松本町3-12-20）
対象／恵庭在住の小学生親子8組（各組
2名。小学生1名の追加も可）※申込多
数の場合抽選とし、結果を連絡します
参加費／ 1000円（材料費、保険料、参
加料）
持ち物／マスク着用、エプロン、バンダ
ナ、上靴、持ち帰り容器、水筒（水分補給
のため）
申込方法／恵庭市島松公民館まで電話申
込
申込期間／ 4月14日（木）まで
その他／新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の状況により、開催が中止となる
場合があります
問合せ・申込／恵庭市島松公民館
電話／ 36-7503

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①au・UQモバイルキャンペーン
とき／ 4月9日（土）・10日（日）10時～
19時
ところ／ 1階センター広場
②K&A Kitchen Sugar「マラサダドーナ
ツ販売」
とき／ 4月11日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③ロングポテト販売
とき／ 4月12日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④ジャノメミシン「ソーイングフェア」
とき／ 4月13日（水）～ 15日（金）10
時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ジャノメ札幌支店
電話／ 011-861-5634
⑤燻製と檸檬Bitters「燻製サンドとレモ
ネード販売」
とき／ 4月14日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～③、⑤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。

クリーンウォーク開催
＊千歳川沿いをお掃除します
　雪がなくなると、落とし物がいっぱい現
れる千歳川周辺。ぶらぶら歩きながら、お
掃除でもしてみませんか。参加無料、申
込不要。
とき／ 4月10日（日）9時～
集合場所／千歳市総合福祉センター 駐
車場（東雲町2丁目34）
持ち物／ごみ袋（なんでもOK）、ごみば
さみ、軍手
問合せ／千歳歩こう会
電話／ 090-5074-5651（結城）

第83回 陽だまり歌声喫茶
＊懐かしのラジオ歌謡特集＆春の歌
　電話にて要事前申込。
とき／ 4月16日（土）13時～ 15時
ところ／千歳市総合福祉センター 4階
（東雲町2丁目34）
定員／ 40人（先着順、定員になり次第締
切）
その他／茶菓のサービスはありません。
詳細はお問合せください。マスク着用、
入口で検温します。体温37.5度以上の
方は参加できません。市内で新型コロナ
ウイルス感染状況が悪化した場合には、
中止することがあります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

はじめてさんのレジンアクセサリ
ー作り

　マスク着用をお願いします。詳細はお
問い合わせください。
とき／ 4月17日（日）9時～ 12時の間
で30分（各回2人ずつの予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11 
参加費／ 1200円（1人2個分）
問合せ・申込／下記番号までお電話くだ
さい。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

キモノ☆ティータイム
　服の上からのカジュアルな着付けを楽
しみながらティータイム。着付け初心者
大歓迎！ 着物を持っていない方には貸し
出します。参加無料、申込不要。
とき／ 4月21日（木）13時～ 15時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳
市末広6丁目3）
持ち物／着物や浴衣、帯、紐2本、好き
なお菓子やお茶
電話／ 090-6872-0910（和泉）

ガーデニング相談会
　バラ、宿根草など、花を育てる「なぜ」
にお答えします。参加無料、申込不要。
とき／ 4月21日（木）13時～ 15時（1
人10～ 15分程度）
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳
市末広6丁目3）
電話／ 21-8530（笹倉）

中村和子バレエスタジオ
＊春のクラシックバレエ無料体験レッスン
　当スタジオでしか味わえない、楽しく正
しいレッスンを体験してみませんか？指導
は(公社)日本バレエ協会正会員の教師
です。要予約（体験用バレエシューズお貸
しします）。
とき／4月、5月のレッスン日　エンジェル
（未就学男女）金曜日のみ16時10分～
17時10分、ジュニアＢ（小学校1年生～
4年生男女）火曜日16時10分～ 17時
40分、ジュニアＡ（小学校5年生～高校
生男女）火曜日18時～ 19時30分※他
の曜日もありますのでお問合せください。
ところ／トータルダンシングスポーツクラブ内
（恵庭市京町70友保ビル2階、すき家隣り）
問合せ・申込・電話／ 090-3018-1793
（中村）

えにわ楽々歩こう会
　新カリンバの道6㎞。
とき／ 4月16日（土）9時30分
集合場所／恵庭駅東口
参加費／ 200円（保険料）
持ち物／タオル、水、帽子、滑らない靴
問合せ・電話／ 36-7877（松尾）

パチパチクラブ
①誰でも上手に楽しく学ぶ習字1カ月無
料体験
　書く事はとても脳を活性化する作用が
あり、集中力・思考力、観察力、コミュニ
ケーション力を身に付ける事ができます。
毛筆だけではなく、えんぴつ・ペン字もし
っかり行います。文字の読み書きの基礎
も学べ、タブレットで筆順クイズ・漢字カ
ルタなど楽しく覚える事が出来ます。人
数に達した時点で受付終了になります。
〈千歳会場〉とき／毎週火曜日 15時～
18時
ところ／真々地会館（千歳市真々地1-7-7）
〈恵庭会場〉とき／毎週金曜日 15時～
18時
ところ／中島会館（恵庭市中島町4-17-14）
対象／小学1年生以上
定員／ 5名程度
②そろばん1カ月無料体験会
＊そろばんの楽しさを体験してみよう！
　15名程度の小人数制。無料体験中は
講師とほぼマンツーマンなので安心して
くださいね。※大好評のオンラインそろ
ばんも行っております。教室と変わらず小
人数制で通わず自宅で受けられます。「パ
チパチ　クラブ」で検索してください。1
カ月無料体験も受付中。

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

4月13日（水）
4月22日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


