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千歳市
千歳市母子保健課
＊ちとせ版ネウボラ
　「ネウボラ」は、フィンランド語で「助言・ア
ドバイス」という意味です。千歳市では妊婦
さんやお子さん（0歳～ 18歳）のいる家庭
の身近なサポーターとして、ご家族の成長
をともに見守り支え、みなさんの笑顔が増
えるようにさまざまな活動を行っています。
保健センター（東雲2-34）／こども・妊婦
ネウボラ（いずれも栄養相談あり） 5月16日
（月）、5月23日（月）10時～ 15時　妊婦
ネウボラ 5月30日（月）10時～ 15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／こども・
妊婦ネウボラ 5月13日（金）10時～12時・
13時～ 14時
げんきっこセンター（新富1-2-14）／こども・
妊婦ネウボラ（栄養相談あり） 5月25日（水）
10時～12時・13時～14時
いずみさわ児童館（柏陽2-2-1）／こども・妊
婦ネウボラ 5月20日（金）10時～11時30分
対象／千歳市内に住む妊婦さん・お子さん
のいる保護者やそのご家族
対応者／保健師・助産師・栄養士・子育て
コンシェルジュ
内容／妊娠・出産・産後や育児に関する相談
やサービス紹介、ご家族の健康などの相談
利用方法／新型コロナウイルス感染拡大予
防のため、完全予約制で実施しています。
いずれの会場も母子保健課まで予約をお願
い致します。
予約・問合せ／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

フードバンク千歳
＊フードドライブ（寄付の受付）を実施します
　お家で余っている食材や生活必需品の寄
付を受け付けます。必要な方に届けるための
寄付をお願いします。参加無料、申込不要。
とき／5月15日（日）、20日（金）10時～17時30分
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6丁目3 アルファ千歳ビル1階）
問合せ／フードバンク千歳 すまいるはーと
電話／ 090-9754-7970（根本）

令和4年度　第1回ミナクール市民
活動講座
＊団体の広報力を高める講座
　団体の活動を広く発信するために、様々な
広報媒体についての理解を深め、効果的な情
報発信のコツを学びましょう！ 連続受講も可
能です。参加無料、要事前申込。
内容・講師／①「デジタル広報 入門編～使っ
てみようSNS」野崎 幸一 氏（オフィスK&C） ②
「新聞記者と考える広報～目を引く広報とは」
上村 衛 氏（北海道新聞千歳支局長） ③「SNS
を使って素敵なイベントを広めよう！」城地 和
哉 氏（ツヨシオカ）
とき／①5月21日（土）②5月28日（土）③
6月4日（土） 各回13時30分～15時30分
ところ／千歳市民活動交流センターミナクール
定員／各回10人程度
申込方法／ 4月29日より、各回定員に達す
るまで受付中。電話、Eメール等でお申し込
みください。
その他／新型コロナウイルスの感染状況に

より、中止になる場合があります。
問合せ・申込／千歳市民活動交流センターミ
ナクール（毎週月曜日、毎月最終金曜日は休館）
電話／24-0847（受付時間：9時～20時30分）
Eメール／ ren-toi@minakuru.or.jp

千歳市民ミュージカル
＊オーディションを開催します
　11月26日（土）・27日（日）に上演予定
の「千歳市民ミュージカル」出演者のオーデ
ィションを行います。児童から高齢者まで、
希望者に年齢等の壁はありません。是非ト
ライしてください。参加無料、要事前申込。
とき／ 5月22日（日）13時～ 17時
ところ／千歳公民館（真町176-3）
持ち物／筆記用具
申込期限／ 5月20日（金）
問合せ・申込／千歳市民ミュージカル実行
委員会　任　泰峰（にん・たいほう）
電話／ 36-3957

令和4年度要約筆記入門講座受講
生募集
　聞こえが不自由な方にその場の話を文字
で伝える文字通訳を学んでみませんか。要
事前申込。
とき／【金曜日】6月10日・24日、7月1
日・8日・15日・22日・29日、8月5日・
19日・26日 19時～ 20時30分 【土曜日】
6月11日、7月23日、8月6日・27日 10
時30分～ 15時30分（全14回）
ところ／千歳市社会福祉協議会会議室2・3
（千歳市東雲町1-11）
参加費／ 550円（ボランティア活動保険）
持ち物／筆記用具、マスク着用、フェイスシ
ールド（必要に応じて）、昼食（土曜日）
申込期間／ 5月9日（月）～6月6日（月）
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会地域
福祉課地域福祉係
電話／ 27-2525（要約筆記担当　菅谷）

千歳市手話講座（初級課程、中級課
程）開催のお知らせ
　手話講座（初級課程、中級課程）を開催し
ます。この機会にぜひ受講しませんか。
対象／原則千歳市内在住の高校生以上。
【初級課程】手話に興味がある初心者【中
級課程】初級課程修了者または同等の方
定員／ 15人程度
とき／【初級課程】6月16日～10月27日
（毎週木曜日、全18回）19時～ 20時30
分 【中級課程】6月6日～ 12月5日（毎週
月曜日、全23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3300円、ボランティア
活動保険550円
持ち物／筆記用具
申込期間／【初級課程】5月6日（金）～6月2
日（木）【中級課程】5月6日（金）～5月31日（火）
申込／千歳市社会福祉協議会 地域福祉課 
地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業　参加者募集中！

　運転に関するミニレクチャーやトレーニン
グ等を毎月行います。参加無料、要申込。
とき／ 5月10日（火）14時～ 15時30分 
※毎月実施
ところ／千歳市総合福祉センター 4階 402
号室（東雲町2-34）
対象／ 65歳以上で普通自動車免許を有す
る千歳市民またはその家族
定員／ 40人（先着順） ※4月参加者は申
込不要です
その他／運転免許更新時の高齢者講習では
ありませんので、ご注意ください。
問合せ・申込／千歳市介護予防センター（し
あわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①K&A Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 5月6日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ベビーカステラ販売
とき／ 5月7日（土）、12日（木）10時～17時
ところ／東側出入口前
③鉄道忘れ物遺失物満期品大処分大会
とき／ 5月7日（土）～12日（木）10時～18時
ところ／ 1階センター広場
④日本リサイクルネットワーク北海道「フリ
ーマーケットinちとせモール」〈雨天中止〉
とき／ 5月8日（日）9時～13時
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ・電話／ 011-632-1222（日本リサ
イクルネットワーク北海道）
⑤ハッピーイエロー「パンケーキ・レモネー
ド販売」
とき／ 5月8日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑥富士山の銘水「ウォーターサーバーキャン
ペーン」
とき／ 5月9日（月）～11日（水）10時～19時
ところ／ 1階センター広場
⑦燻製と檸檬Bitters「燻製サンドとレモネ
ード販売」
とき／ 5月11日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～③、⑤～⑦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。

おさがり回収
　6月14日（火）に千歳アウトレットモール・
レラで開催予定の「おさがり交換会」に向
けた事前回収として、千歳市内3か所で無
料のおさがり回収を実施します。新生児～
150サイズまでの子ども服を集めます（下着
は対象外）。回収場所までお持ちください。
とき／ 6月13日（月）まで
回収場所／①アウトレットモール・レラ　イ
ンフォメーション（10時～ 19時、期間中無
休）　②ダスキン豊里店（平日10時～ 16
時）　③げんきっここどもセンター（平日9
時30分～ 17時）
その他／サイズごとに袋を分けて頂けると
助かります。5月13日（金）より、おさがり
交換会の参加申込を開始。詳しくは当団体
のブログをご覧ください。
問合せ／相互支援団体かえりん ちとせ支部
電話／ 090-7840-3277

さくらウォーク
＊ハヤブサ公園周辺の桜を見ながら
　お花見を楽しみに、ハヤブサ公園周辺を
歩きませんか。お子様連れの参加も歓迎で
す。参加無料、申込不要。
とき／ 5月7日（土）9時集合、9時30分

出発 ※お昼過ぎには解散予定
集合場所／ハヤブサ公園駐車場（千歳市泉
沢1007-141）
問合せ／千歳歩こう会
電話／ 090-5074-5651（結城）

5月 代謝をアップさせよう！
　正しい筋肉を使った歩き方を身につけましょ
う。お尻側の筋肉を使って歩くことで歩幅が広
くなり、ヒップアップにもなります。詳しくはお
問い合わせください。
①女性のみクラス
とき／毎週火曜日、木曜日（計8回）10時～11時
対象／女性のみ
参加費／ 800円
②日曜夜クラス
とき／ 5月8日・22日 19時～
対象／男女問わず
参加費／ 1200円
①②共通
ところ／東雲会館　4号室（千歳市東雲町
1-10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタオル2枚
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124（カ
ミコヅル）

やさしいヨガ～Oliveお子様連れ歓
迎～
　無理なくカラダを動かして、ココロとカラダに
向き合ってみませんか？　参加有料、要申込。
とき／ 5月11日（水）、19日（木）、24日
（火）いずれも10時～ 11時
ところ／千歳市役所近隣（お問い合わせく
ださい）
参加費／初回3回券1500円でお試し頂け
ます
持ち物／ヨガマット（なければバスタオル）、
飲み物、汗ふきタオル、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 070-8354-2065
（Olive ヤマニシ、ショートメール可）

子育て支援メリーゴーランド
＊園開放「ふれあいルーム」
　広いホールでお子様と遊んだり、子育て
仲間と情報交換しながら楽しい時間を過ごし
ましょう。参加無料、電話にて要事前申込。
①メリー幼稚園
とき／ 5月11日（水）10時～ 11時30分
ところ／メリー幼稚園（千歳市末広5丁目1-6）
電話／ 23-3329
②第2メリー幼稚園
とき／ 5月13日（金）10時～ 11時30分
ところ／第2メリー幼稚園（千歳市富丘4丁
目13-20）
電話／ 23-5735
①②共通
定員／ 15人（初めての人を優先）
その他／自宅で検温の上、マスク着用、飲み
物持参。悪天候や新型コロナウイルス感染
拡大の状況により中止する場合があります。

ZUMBA、ストレッチ運動の体験レ
ッスン
　ラテン系の簡単なダンス「ZUMBA」とス
トレッチと筋トレで身体を整える「ストレッチ
運動」を行います。要事前申込。詳細はお
問い合わせください。
とき／5月12日（木）①ストレッチ運動 13時～
13時45分　②ZUMBA 13時55分～14時40分
ところ／花園コミュニティセンター（千歳市
花園4-2-5）
持ち物／ヨガマット（ストレッチ参加の方）、
運動シューズ（ZUMBA参加の方）、飲み物。
問合せ・電話／ 090-6445-3057（長谷川）

まちライブラリー＠ちとせ
＊4・5月生まれさんのたんじょうび会
　年齢・性別・職業関係なく、同じ月に生
まれた人同士でお誕生日会をします。ゲー
ムをしたり、生い立ちや誕生月について話
し合って楽しくお祝いしませんか？　参加無
料、前日までに要事前申込。
とき／ 5月13日（金）18時～ 19時30分
持ち物／駄菓子、飲み物

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

5月11日（水）
5月20日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


