ちゃんと

2022 年 4 月 22 日（金）

します。中学生以上は単独参加可能。
問合せ／水彩画グループ彩（IRO）
申込締切／ 4 月 28 日（木）
電話／ 24-1459（田原）
申込方法／電話申込またはまちライブラ
リー＠ちとせのカウンターまで
「K-POP 韓国語」講座開設説明会
要申込。詳細はお問い合わせください。
問合せ・申込／クラフト工房「悠楽」
とき／ 5 月 22 日（日）19 時〜
電話／ 090-9759-6713（後藤）
歴史を学ぶ集い
＊人道主義者・樋口季一郎中将の功績
ところ／ 韓 国 会 館（ 千 歳 市 本 町 1 丁 目
第 2 次世界大戦中、ナチスの迫害から 千歳フィルハーモニーオーケスト 8-3）
満州に逃れてきたユダヤ人難民 2 万人を ラ第 42 回公演
持ち物／筆記用具
春の日に素敵な音楽をお届けします。 問合せ・申込／韓国民団千歳支部
救出し、終戦時にはソ連の侵攻を阻止し
お楽しみください。入場無料。入場には、 電話／ 080-6086-1116
て北海道を守った樋口季一郎中将につい
整理券（チラシ）が必要です。
て、講話を聴きます。参加無料、申込不
FAX ／ 23-3420
プログラム／シベリウス「クリスチャン 2 Ｅメール／ kimhotae1116@gmail.com
要。直接会場へお越しください。
世」より「夜想曲」
、スメタナ「わが祖国」
講師／江崎 幹夫 氏（樋口季一郎記念館
より「シャールカ」
、カリンニコフ「交響曲
館長）
タータン＆Laini の妊活・潤活
とき／ 4 月 29 日（金・祝）10 時 30 分〜
＊妊活中またはこれから妊活をお考えの
第 1 番ト短調」
12 時
方に。要事前申込。
とき／ 4 月 30 日（土）開場 14 時、開演
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳
タータン助産院「助産師タータンの妊
14 時 30 分
市末広 6 丁目 3）
娠に向けた体づくり。不妊治療経験者の
ところ／北ガス文化ホール 大ホール（千
問合せ／日本の伝統と文化を守る会
助産師から、妊活中の全ての女性に実践
歳市北栄 2 丁目 2-11）
電話／ 090-2077-9151（末村）
その他／チラシが整理券となります。当 してもらいたいポイントをお伝えします」
日会場でも配付します。常時マスク着用、 ※簡単なヨガあり、動きやすい服装でお
願いします。
ウッドカービング・ファミリー講座 手指消毒、検温にご協力ください。
＊年間シリーズ 4 月講座
moon̲room̲Laini「潤う体作り、膣ケ
問合せ／千歳フィルハーモニーオーケス
木と刃物のお話（刃物の基礎・素材や トラ
アの必要性やパートナーとのコミュニケ
種類研ぎ等）を知り、カービングナイフ 電話／ 28-1554（野村）
ーションのとり方のポイント。子作りとい
などの安全な使い方を学びます。参加無
う作業にならないための潤活。舌はがし
料、要事前申込。
第 6 回 水彩画グループ彩（IRO） ＆膣ケアの効果について」※ここでしか聞
とき／ 4 月 30 日（土）13 時〜 15 時
けないお話も！
作品展
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳
観覧無料。ご来場の際は、マスクの着 とき／ 5 月10 日（火）10 時 10 分〜 12 時
市末広 6 丁目 3）
用をお願いします。
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター和室
定員／ 15 人（先着順）
とき／ 5 月 12 日（木）〜 15 日（日）10 （恵庭市黄金南 5-11-1）
その他／毎月末、全 12 回（2 回目以降、 時〜 17 時 ※初日は 12 時より、最終日
参加費／ 1000 円
中学生以上は参加費 500 円、小学生以下
は 16 時まで。
持ち物／筆記用具、水など
は無料）の講座です。マイ箸からペーパ ところ／千歳市民ギャラリー（千代田町
定員／ 6、7 人（先着順）※事前予約をお
ーナイフ、スプーンなどを段階的に制作
5 丁目 7-1）
願いします。
分出発 ※お昼過ぎには解散予定
集合場所／ JR 南千歳駅
問合せ／千歳歩こう会
電話／ 090-5074-5651（結城）
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応募締切

問合せ・申込・電話／ 090-9511-7679
（ タ ー タン助 産 院 ）、090-7646-6534
（moon̲room̲Laini ）

恵み野北町内会ネットワーク夢

＊第 118 回シネマサロン例会
追悼シドニー・ポワチエ。いのちの電
話にかかった自殺願望の女性救出に向か
うサスペンス仕立ての実話から。
「いのち
の紐」
（1965 年、アメリカ）を鑑賞します。
入場無料。
とき／ 4 月 23 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／恵み野北町内会ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

ミナミナ市

＊キッチンカーフェス inフレスポ恵み野
春になってパワーアップしているキッチ
ンカーフェス。なんと19 台がやってきま
す。※飲食スペースは用意していません。
とき／ 4 月 24 日（日）10 時〜 17 時
ところ／フレスポ恵み野駐車場（恵庭市
恵み野里美 2-15）
その他／マスク着用等、感染拡大予防に
ご協力ください。当日体調の悪い方は来
場をお控えください※日程が延期・中止
となる場合あり。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）
Ｅメ ー ル ／ minamina-ichi@hotmail.
com

4月27日（水）必着

エコ・動物
専門学校
だより

※当選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

5月5日は端午の節句。

創作ちりめん細工 手作り工房楓の
「五月人形」
を2名様にプレゼント！

「創作ちりめん細工 手作り工房楓」（千歳市幸町4）の五月人
形は、子どもが逞しく賢い大人に成長するよう願いを込めた、手
のひらサイズの「兜飾り」。陣太鼓や扇もひとつひとつ手作りし
たオリジナリティが魅力です。飾り箱にはマグネットが内蔵され
ており、子どもが触っても配置が崩れる心配はありません。中に
道具をすべて収納できるため、片づけもスムーズです。
年中行事の飾りを気軽に楽しめる、ちりめん細工の「五月人
形」を2名様にプレゼントします。
提供／創作ちりめん細工 手作り工房楓
in fo

恵庭市恵み野西 5 丁目 10-4

TEL 0123-36-2311

「動物と共に学ぶ」をコンセプトに学内で犬や猫、その他
にもたくさんの動物たちを飼育しています。トリマーや
ドッグトレーナーを育成する「総合ペット学科」、動物看
護師を育成する「動物看護師学科」、飼育員を目指す「動
物飼育学科」があります。

総合ペット学科

第1回

山田

由香

ペットと楽しく暮らそう！！
初めまして、北海道エコ・動物自然専門学校・総合ペッ
ト学科の山田由香です。今月よりコラム連載を始めさせて
いただく事となりました。今後、月に 1 回、本校教員が持
ち回りで執筆していく予定です。
北海道エコ・動物自然専門学校は……
「動物と共に学ぶ」をコンセプトに学内で犬や猫、その他
にもたくさんの動物たちを飼育しており、ドッグトレーナー、トリマー、動物看
護師、飼育員を育てています。
「飼い主さんがお家で出来る！！」
「へぇ〜そうなんだぁ！！」をテーマに楽し
く読んでいただけるコラムをお届けできればと思っております。
早速来月 2 回目からは、
「頼できるお店・トリマーさん！」についてお話したい
と思います。それでは、これからよろしくお願いいたします。

手作り工房楓では、創作ちりめん細工の作品を販売するほか、有料の技術講習（予約制 ) を実施し
ています。詳しくはお問合せください。
●営業時間／ 10 時〜 20 時（不定休 ) ●ところ／千歳市幸町 4 丁目 18-3 ●電話／ 25-5364
応募方法

①郵便番号・住所 ②氏名（フリガナ） ③性別 ④年齢 ⑤職業 ⑥電
話番号 ⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー ⑧面白くなかったと感
じたコーナー（理由を含めて） ⑨あなたの「こどもの日の思い出」を教え
てください。 以上すべてをご記入の上、
「五月人形」と明記し、WEB 応募
フォームまたはハガキ・FAX・E メールでお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。

宛先

【住所】〒 066-0073 千歳市北斗 4 丁目 13 番 20 号
㈱メディアコム「ちゃんと」編集部
【FAX】0123-27-4911 【E メール】present@chanto.biz
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WEB
応募
フォーム

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。

スーパーアークス千歳店 限定開催!

このマークが目印!

写真は
※
イメージです

!
の
ス!
限定 切ご免 ! 店だけ
サービ
数量
当
売
タイム

宮崎県産他
宮崎県産他

ピーマン
ピーマン
1袋
1袋

300

・コク味噌
・こく醤油
・シーフド

ゆうがた

本体
価格

お1人様2袋限り

65円

（税別）

（税込71円）

4/

24●

16:00〜18:00

日

マルちゃん
マルちゃん

QTTA
（クッタ）
QTTA（クッタ）

お1人様 とりまぜ6個限り

300

本体
価格

69円

各

（税別）

75

当日は紹介した商品以外にもお得な
（税込
円）
個限 定
商品多数!!
「夕方の市」
のマークを探してね!
【スーパーアークス 千歳店】TEL .0123-26-6660
※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。
ビッグハウス
千歳店
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)
袋限 定

