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千歳市
千歳市産業振興部主幹
＊「感染防止対策協力支援金」の申請期限は
4月30日（土）まで
　千歳市では現在、令和4年1月27日以
降に北海道からの営業時間短縮等の要請に
協力いただいた飲食店等に支給される「感
染防止対策協力支援金（千歳市内店舗分）」
の申請受付を実施しています。要件に該当
する事業者の方は、令和4年4月30日（土）
までに忘れずに申請してください。なお、要
請内容や支援金額、申請方法等の詳細につ
いては、市ホームページをご確認いただく
か、担当までお問合せください。
申請期限／ 4月30日（土）※窓口持参の場
合は、4月28日（木）まで。郵送の場合は、
4月30日（土）消印まで有効。
申請方法／郵送または窓口へ持参 ※感染
防止の観点から、可能な限り郵送での提出
にご協力ください。
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産業政策
担当）
電話／ 24-0116

もったいないわ・千歳
①フードドライブ（食料の受け入れ）
　福祉施設や生活困窮者の支援に充てるた
め、ご家庭に眠る余剰食品の寄付を無償で
受け付けています。常温保存可能で、賞味
期限が1週間以上ある未開封品をお持ちく
ださい。事前申込不要です。
とき／毎週月・水・金曜日（月・金曜日は
10時～ 14時、水曜日は10時～ 17時）お

よび毎月第3土曜日（10時～ 13時）
②「フードドライブ」ボランティア募集
　フードドライブ業務にあたるボランティアを
募集します。詳しくはお問い合わせください。
参加費／正会員費として年間1200円（ボ
ランティア保険に使用）
①②共通
ところ／もったいないわ・千歳1丁目テラス
（千歳市幸町1丁目16-1）
問合せ／フードバンクネットワーク もったい
ないわ・千歳
電話／ 080-6081-3936

ニューサンロード商店街振興組合
＊街をいろどるプロジェクト
　街を元気にするあなたの力を募集しま
す。ニューサンロードをイメージしたイラス
ト、街頭放送MC、街頭放送BGMで街を彩
ってみませんか。
①イメージイラスト
　優秀な作品は、ニューサンロード商店街ガイ
ドマップの表紙やフラッグなどに使用します。
入賞賞品／【グランプリ（1作品）】3万円
相当の賞品　【優秀賞（数点）】記念品　【参
加賞（応募者全員）】記念品
対象／千歳市内に在住、通学、通勤している方
応募要項／未発表のオリジナル作品。A4
サイズ程度。使用する画材等は不問。
応募方法／事務局へ持参または郵送（送料
はご負担ください）。住所、氏名（ペンネー
ム）、電話番号、作品タイトルと説明を作品
に添付してください。
②街頭放送MC
　ニューサンロード商店街のお店紹介を読
みあげるMCを募集します。謝礼として、ニ

ューサンロード商店街のオリジナルグッズを
差し上げます。
対象／千歳市内に在住、通学、通勤してい
る方。年齢・性別・経験不問。5月上旬に、
録音会場（ニューサンロード内）まで来るこ
とができる方。
定員／ 10人程度（応募多数の場合は抽選）
応募方法／住所・氏名・電話番号を事務局
までご連絡ください。
③街頭放送BGM
　街を歩くのが楽しくなるBGM（街頭放送で
使用を許可していただけるオリジナル曲）を募集
します。ジャンル不問。謝礼として、ニューサンロ
ード商店街のオリジナルグッズを差し上げます。
対象／どなたでもOK
応募方法／ CDを事務局へ持参または郵送
（送料はご負担ください）。何曲でも応募可
能ですが、謝礼は1人につき1点です。
その他／応募多数で使用されない場合もあ
ります。放送スケジュールなどのお問い合
わせにはお答えできません。
①～③共通
応募締切／ 4月25日（月）
応募作品について／応募作品は原則返却し
ません。返却を希望される方は、応募前に
ご相談ください。
著作権について／応募作品の著作権は、応
募者に帰属します。ただし、本コンテストの
受賞作品は、主催者および協力企業・団体
が紙媒体、ウェブサイト等での掲載・宣伝
活動等に使用することを応募者が同意した
ものとします。なお、応募者は著作者人格
権を行使しないものとします。
問合せ・申込／まちいろプロジェクト実行
委員会 ひつじの会 事務局（博信堂内）
電話／ 23-3386
FAX／ 26-1595

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／ 4月24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

3級カウンセリング研修 サテライト
講座
　公益社団法人北海道家庭生活総合カウン
セリングセンターが主催。カウンセリングを
学ぶことで自分のことを知り、人生の意味を
受け取り直したり、コミュニケーションのス
キルアップを図る講座です。参加有料（参加
費はお問い合わせください）、要申込。
とき／ 5月10日（火）～ 8月4日（木）の
うち21日間　各回10時～ 15時

ところ／千歳市社会福祉協議会（東雲町1
丁目11） ※サテライト講座として開催
定員／ 10人
申込締切／ 5月9日（月）
問合せ・申込／千歳市家庭生活カウンセラ
ークラブ
電話／ 070-5288-5579（藤田）

音訳（朗読）ボランティア養成講習会
　視覚に障がいがある方のために録音CD
を作るボランティアを養成する講習会です。
音訳（朗読）や編集の基礎を学びます。初め
ての方も大歓迎です。要申込。受講には事
前説明会への参加が必要です。
とき／ 5月25日～7月27日の毎週水曜日
（全10回）10時～ 12時
ところ／千歳市総合福祉センター（東雲町
2丁目34）
参加費／1230円（テキスト代・保険料含む）
その他／【事前説明会】5月18日（水）10時～
11時　千歳市総合福祉センター401号室
申込期限／ 5月17日（火）
問合せ・申込／千歳市点字図書室
電話／ 27-3921

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16日（土）～19日（火）10時～19時
ところ／ 1階センター広場
②お野菜キッチン しるしる（スープ・マフィ
ン・チュロス等の販売）
とき／ 4月15日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 4月16日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④ベビーカステラ販売
とき／ 4月17日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤K&A Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 4月20日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥スーパーアークス長都店「草太郎本舗　
和菓子販売」
とき／4月21日（木）～24日（日）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑥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。

ひらめき実践塾
＊１カ月無料体験教室

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20日（水）
4月29日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

  

対 象 千歳市在住の小学３年生から中学生
応募方法 所定の申込書を郵送、FAXまたは持参で申し込み
 ※申込書は環境課窓口か市のホームページから入手可
 ※参加者には取組内容を記録する「エコ活ノート」を配布

千歳市からのお知らせ

問合せ

環境活動スクール制度 参加者募集（通称：エコ活
かつ
）

楽しみながら環境への意識を育てる環境学習の進級・認定制度です。自然観察会など
の環境関連行事への参加や自由研究に対して、回数に応じて進級します。

☎0123-24-0590 FAX 0123-22-8851 E-mail:kankyo@city.chitose.lg.jp
千歳市役所環境課環境計画係（〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34）
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お1人様 
6個限り

・芳醇こく醤油
・香味まろ味噌
・うま辛担々麺

（税込117円）（税込117円）
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当日は紹介した商品以外にもお得な
商品多数!!「夕方の市」のマークを探してね!

当店では、店内の消毒及びご来店のお客様がご利用いただける消毒液をご用意しております。
皆様が安心してご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

限定開催!限定開催!限定開催!限定開催!スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店

ビッグハウス 千歳店 ※ビッグハウス恵庭店、アークス長都店では実施しておりません。【スーパーアークス 千歳店】 TEL.0123-26-6660
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)
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開催時間  各日2回　①11時～11時45分　②14時30分～15時15分
 講座終了後に個別のスマホ操作に関する相談（最大60分） 
 対応あり。ご利用の方は合わせてご予約ください。
申込方法  開催日の前々日までに電話で申し込みしてください。
 予約専用電話：0800-111-9442（10時～ 18時）
 【予約受付開始】：4月11日（月）10時～

千歳市からのお知らせ

問合せ

スマートフォンの使い方が学べる
スマホセミナーを開催します

日程 開催場所（※各施設の駐車場）
5月10日（火） 北新コミュニティセンター
5月11日（水） 花園コミュニティセンター
5月12日（木） 北コミュニティセンター
5月17日（火） 祝梅コミュニティセンター
5月18日（水） 北桜コミュニティセンター
5月19日（木） 支笏湖市民センター
5月24日（火） 富丘コミュニティセンター
5月25日（水） 北信濃コミュニティセンター
5月26日（木） 中央コミュニティセンター
5月31日（火） 泉沢向陽台コミュニティセンター

5月の日程・場所

実施方法   各施設の駐車場に駐車したセミナー専用車両内でオンライン
により開催

講座の内容 初めてのスマートフォン体験（45分）
対　象 千歳市民でスマホ未所有の方など
費　用 無料
定　員 各回3人（申込先着順）
留意事項  セミナーで使用するスマートフォンは当日貸出します。

千歳市 市民環境部 市民生活課 市民生活係　☎0123-24-0183


