
2022年5月6日（金）ちゃんと 16

ところ・問合せ・申込／まちライブラリー＠
ちとせ（千歳市末広6丁目3）
電話／ 21-8530

写真整理とアルバムカフェの会
＊楽しい写真の片づけ・残し方、教えます！
　写真整理アドバイザーが、あなたに合った
写真整理の方法を紹介します。スマホ写真で
お困りの方も。前日までに要予約。
とき／ 5月17日（火）10時～ 14時の間で
30分
ところ／東雲会館（千歳市東雲町1丁目10）
参加費／ 500円（30分）
持ち物／筆記用具、マスク
その他／対面が不安な場合はテレビ電話な
どでも対応可能。日程変更・中止の場合も
あります。「カフェ」と名前がついています
が、飲食提供は致しません。
問合せ・申込／写真整理とアルバムカフェの会
電話／ 080-6795-9994（お問い合わせだ
けでも可です）

アリス認定こども園
＊園開放「楽器で遊びましょう！」
とき／ 5月19日（木）10時～ 11時
ところ／アリス認定こども園（千歳市勇舞1-1-1）
内容／①こども園紹介・見学：教育方針や行
事等を紹介します。また、外から子どもたちが
いきいきと活動する姿をご覧いただきます。
②お楽しみタイム：芝生の園庭で楽器あそび
対象年齢／就学前のお子さんと保護者
定員／ 5組
申込期間／5月10日（火）、11日（水）12時～15時
問合せ・申込／アリス認定こども園
電話／ 24-7000

産後ヨガ&おうちパンミニ講座
　育児疲れを癒やす優しいヨガのレッスン
（45分間）を行った後、おうちパンマスター
篠原りか子先生による、離乳食の時期にも食
べやすいミルクスティックパンの講座（試食
付き）を開催します。参加有料、要事前申込。
対象／主に産後1年以内のママさん 
とき／ 5月20日（金）10時～ 11時30分
ところ／ studio musubi（千歳市住吉2丁
目7-23　2F）
参加費／ 2000円
持ち物／ヨガマット（貸出あり）、動きやすい
服装、飲み物
申込方法／電話、Eメールで3日前までに
申込み ※託児付きのため
問合せ・申込／musubiyoga
電話／ 090-9402-0448（早崎）
Ｅメール／musubi.yoga22@gmail.com

ガーデニング相談会
　薔薇、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／ 5月26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6-3 アルファ千歳ビル1階）
問合せ・電話／ 21-8530（笹倉）

えにわ市民プラザ・アイル5月の行
事予定
①丹治葉子作品展「ノルトブルーメの花柄布
の作品展」～心の中にもお花畑を～
　仏・英・リバティープリントほか、国内外
の美しい花柄布を使ったバッグやポーチ、布
小物とともに春を楽しみましょう。
とき／ 4月13日～5月14日（土）10時～17時
②おうちに切り花を飾ってみよう～花のある
暮らし～
　季節の切り花を五感で楽しみながら、ア
レンジを作ってみましょう。小さな子どもさ
んも初めての方でも楽しめる花育の講座で
す。手ぶらでＯＫ。親子参加歓迎。要予約。
とき／ 5月14日（土）10時30分～ 12時
定員／ 5名（申込順）
申込期限／ 5月11日（水）まで
③行政書士無料相談
　相続、遺言書、補助金、助成金申請、そ
の他ご相談。要予約。
とき／ 5月21日（土）、28日（土）10時～12時

定員／ 3名（申込順）
講師／泉正人行政書士
④自分史セミナー
　自分史、家族史の作り方。その他本作り
に関するご相談。要予約。
とき／ 5月21日（土）、28日（土）13時～15時
定員／ 3名
講師／泉正人さん（森の泉出版 自分史活用
アドバイザー）
⑤アクセサリーのメンテナンス
　真珠のネックレスの糸替え・宝石などの
洗浄・指輪のサイズ直し。要予約。
とき／ 5月14日（土）13時～ 15時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
⑥タロット占い～タロットカード、西洋占星
術、手相の３つの占術で占います～
　新しい季節を迎えるあなたを占ってみま
せんか。要予約。
とき／ 5月16日（月）13時～ 15時30分
定員／ 5名（申込順）
⑦フットケア体験～足もとから美容と健康を
考える～
　爪切り（巻き爪、肥厚爪などでもOK）、角
質ケア（タコ、ウオノメのケアなど）、時間内
でケアします。素足になれる服装でお越しく
ださい。傷のある方、足の血流の悪い方の
ケアはできない場合があります。要予約。
とき／ 5月11日（水）、25日（水）11時～15時
定員／ 5名（申込順）
⑧スマートフォンの使い方相談
　基本の操作をマスターして、もっとスマホ
を楽しもう。要予約。
とき／ 5月18日（水）10時30分～ 12時
定員／ 10名（申込順）
参加費／ 100円（15分程度）
講師／水野みどりさん
⑨鍼灸＆ストレッチング～腰、肩、肉体疲労
に効果あり～
　鍼灸、横になってのストレッチどちらでも
選ぶことができます。自宅への訪問治療の
ご相談もお受けいたします。※裾のまくりや
すいズボンでお越しください。要予約。
とき／ 5月18日（水）10時30分～ 13時
定員／ 5名（申込順）
⑩笑顔いきいき体操
　健康理論と誰でも手軽にできる体操を伝
授します。
とき／ 5月18日（水）13時～ 14時
定員／ 10名
参加費／ 500円
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院院長）
⑪パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
　家で眠っているパワーストーンのブレスレ
ットなどのゴム交換と浄化をします。しばら
く身に着けていないものでもキレイにして
あげましょう。お預かりも承ります。要予約。
とき／ 5月21日（土）13時～ 15時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 100円～
講師／ Calt・Sith　青木さん
⑫チョークアートのワークショップ～オイル
パステルを使ってブラックボードに絵を描く
新しいアートです～
　毎月新しいデザインを描くチョークアート
のワークショップです。下絵があるので、塗
り絵感覚でお楽しみいただけます。要予約。
とき／ 5月17日（火）、21日（土）10時30
分～ 12時
定員／ 5名（申込順）
①～⑫共通
開館時間／ 10時～ 17時　※ゴールデン
ウィーク休業期間 4月29日（金・祝）～5
月5日（木・祝）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

タータン＆Lainiの妊活・潤活
＊妊活中または、これから妊活をお考えの方
に。要事前予約。
　タータン助産院「助産師タータンの妊娠に

向けたからだづくり。不妊治療経験者の助産
師から、妊活中の全ての女性に実践してもら
いたいポイントをお伝えします」※簡単なヨ
ガあり、動きやすい服装でお願いします。
　moon_room_Laini「潤うからだ作り、膣
ケアの必要性やパートナーとのコミュニケ
ーションのとり方のポイント。子作りという
作業にならないための潤活。舌はがし＆膣
ケアの効果について」※ご予約、お問い合
わせもお気軽にお待ちしております。
とき／ 5月10日（火）10時10分～ 12時
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター和室
（恵庭市黄金南5-11-1）
参加費／ 1000円
持ち物／筆記用具、水など
定員／ 4、5人（先着順）※事前予約をお願
いします。
問合せ・申込・電話／ 090-9511-7679（タ
ータン助産院）、090-7646-6534（moon_
room_Laini）

えにわフットパス愛好会
＊5月定例フットパスのお知らせ
　ゴールデンウィーク明けに10㎞ウォーキ
ングに挑戦してみませんか！
とき／ 5月14日（土）8時30分
集合場所／サッポロビール北海道工場ヴァ
ルハラ駐車場
コース／Ａ：恵庭公園・長都川コース9.8㎞　
Ｂ：恵庭公園コース6.2㎞（サッポロビール
北海道工場見学予定）
対象／どなたでも（一般参加者は保険代
200円必要）※Ｂコースのみ事前申込必要
持ち物／飲み物、雨具（小雨決行）、マスク着用
問合せ・申込／えにわフットパス愛好会
電話／ 090-9529-4829（前田）、090-
3019-9892（加藤）

ブックトークin島松教会第22章
Zoom開催
　Zoomでお好きな本を一冊持ち寄って
本の紹介をする読書会です。 ※今回は
Zoom参加者のみの開催です。
とき／ 5月14日（土）14時～ 16時（当日
は10分前Zoom入室可能です）
参加費／無料（Zoomに関する費用は参加
者さんの自己負担）
その他／紹介したい本を一冊ご用意ください
申込／電話にて事前にお申込みください。
Zoom参加の申込アドレス等を電話にてお
知らせします。
電話／ 090-7250-4302（野原）

NPO法人恵庭市体育協会
＊めざせ一等賞　仁井先生と一緒に走ろう!!　
かけっこ教室
　速く走るための３つのポイント、スタート
の姿勢、自宅でできるトレーニング方法を学
びます。要事前予約
とき／ 5月21日（土）第1部 9時30分～10
時15分　第2部 10時30分～11時30分
ところ／福住屋内運動広場（恵庭市福住町
1-21-24）
対象／第1部 市内の小学1、2年生親子　
第2部 市内の小学3～ 6年生
参加費／第1部 1組800円　第2部 1人
700円
持ち物／走りやすい服装、上靴、飲み物、タ
オル、マスク
定員/第1部 親子13組　第2部 20人（各
先着順）
申込期限／ 5月13日（金）まで。その後、5
月14日（土）～20日（金）に参加料払い込み
その他／新型コロナウイルス感染状況により、
中止する場合もありますのでご了承ください
申込／ NPO法人恵庭市体育協会ホームペ
ージ申込フォーム
問合せ・電話／21-9900（平日9時～17時）

キッズ体力向上プロジェクト
＊小学校体育館でおもいっきり動こう
　運動会前にしっかり体を動かして準備する
よ。かけっこのスタートの練習もやります！
運動は学年ごとに行います。

とき／ 5月22日（日）①第1部 10時～11
時②第2部 11時30分～ 12時30分
ところ／恵庭市立和光小学校（恵庭市和光
町2-10-1）
対象／①第1部 幼児年少～年長②第2部 
小学1～ 3年生
内容／サーキット運動、かけっこ、ボール系
運動、小学生は跳び箱など
定員／各30人（先着順）
参加費／ 700円
申込方法／メールにて受付。氏名（子・保
護者・子フリガナ）、学校園名・学年、住所、
連絡先（連絡のつく電話）を記入してくださ
い。自動返信メールが届くので、受信設定
の確認をお願いします。
メール／ genki_eniwa@yahoo.co.jp
問合せ／子ども体力向上プロジェクト事務局
電話／ 090-2815-8899

仲間募集
ダンスアトリエ フェリール
＊千歳キッズバトンダンス新メンバー募集中
　バトンをくるくる回して、みんなで楽しく
踊ろう！ 初心者さん、習い事デビューの子ど
もたち、そして夢中になれることを探してい
る子どもたち大歓迎です！ 要事前申込。
とき／火曜日（月3回）17時～ 17時50分
ところ／ダイナックスアリーナ（千歳市真町
176-2）
対象年齢／ 5歳～小学3年生
その他／レッスン体験（1人1回まで）を、
参加費500円で行っています。前日までに
電話申込。
問合せ・申込／ダンスアトリエ フェリール
電話／ 090-2423-2250（鍋島）

次回の掲載は6月3日発行のちゃんと821号です。
お楽しみに!！


