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千歳市
支笏湖ビジターセンター
＊支笏洞爺国立公園指定73年記念
企画展
　国立公園の意義を広く知って頂く
ために、支笏洞爺国立公園指定まで
の歴史や、千歳市の「ゼロカーボン
シティ宣言」および支笏湖の「ゼロカ
ーボンパーク」登録など環境に配慮
した取り組みを紹介します。併せて、
特別企画として支笏湖地区の初代レ
ンジャー・宮林廣氏が在任中（1953
年～ 1954年）に撮影した写真を展
示します。入場無料。別途駐車料金
500円が必要です。
とき／開催中～ 5月30日（月）まで　
9時～17時30分
ところ／支笏湖ビジターセンター多
目的室
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453（佐々木）

公立千歳科学技術大学
2022年度 第1回 公開講座
＊情報通信の歴史と未来を拓く新技
術～シリコンフォトニクス～
　日頃意識しない通信技術に光を当
てて、これまでの情報通信の歩みを
振り返ります。また、今後主流にな
ると考えられる新技術を紹介します。
将来の日常生活に思いを馳せてみま
しょう。参加無料、要申込。
講師／福田　浩（公立千歳科学技術
大学 情報システム工学科　教授・博
士【工学】）
とき／ 6月18日（土）14時30分～
15時30分
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
参加費／無料
定員／ 100人
申込方法／「公立千歳科学技術大学　
地域連携センター」ウェブサイトより
お申込みください。
問合せ／公立千歳科学技術大学地域
連携センター

電話／ 27-6192（平日9～ 17時）
Eメール／renkei@photon.chitose.ac.jp

令和4年度千歳市防災ボラン
ティアリーダー養成研修会
　被災地で災害ボランティアや住民
が災害ボランティアセンターと協力
して被災者支援を行った事例を学び
ます。参加無料、要事前申込。
対象／災害ボランティアに興味のあ
る市民
とき／ 6月29日（水）18時30分～
20時30分
ところ／オンライン開催（千歳市社
会福祉協議会で会場受講、または
Zoomを使用して自宅等で受講）
申込締切／ 6月17日（金）まで
申込方法／ Googleフォームまたは
参加申込書を提出（お問い合わせく
ださい）
問合せ／千歳市社会福祉協議会 地
域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525

恵庭市
恵庭市郷土資料館
①第1回カリンバ土曜講座「金属製
品と保存科学の世界」
　開催中の企画展「金属製品と保存科
学の世界」の保存科学に焦点をあてた
発表。今回は杉浦正和学芸員が令和
2年度から3年度にかけて保存処理さ
れた西島松5遺跡出土の刀を例にパ
ワーポイントを使用してわかりやすく解
説します。参加無料。要事前申込。
とき／ 5月21日（土）10時～ 11時
30分
ところ／恵庭市郷土資料館研修室
（恵庭市南島松157-2）
対象／小学4年生以上、先着20人
②令和4年度自然観察会
　講演、緑地等に足を運んで直接自
然に触れ、市内に残る自然への理解
と関心を深める。事前申込不要。
とき／ 5月28日（土）9時30分～
11時30分
ところ／カリンバ自然公園とその周
辺 ※カリンバ自然公園駐車場に9時
30までに集合。車でお越しの方はこ
がねデイサービスセンター駐車場を
ご利用ください
内容／カリンバ自然公園とその周辺
で春の野鳥を中心に観察
講師／森下徹さん（北海道自然保護
監視員）
①②共通
その他／マスク着用
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

恵庭市いきいき百歳体操サポ
ーター養成講座
　高齢期の健康づくりに関心のある
方、いきいき百歳体操を地域で取り
組んでみたい方、ぜひご参加下さい

（講話：高齢者の健康づくり、いきい
き百歳体操とは、サポーターの役割、
お口の健康づくり、地域でいきいき
百歳体操を行う際のポイント。実技：
いきいき・かみかみ・しゃきしゃき百
歳体操）。参加無料。要事前申込。
とき／ 6月2日（木）、3日（金）13時30
分～16時 ※両日の参加が必要です
ところ／恵み野会館活動室1（恵み
野北2-12-2）
持ち物／動きやすい服装、上靴、水
分補給用の飲み物、マスク、ハンカチ
申込期限／ 5月31日（火）
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1209）

恵庭市手話講座（初級）
　厚生労働省手話奉仕員養成カリキ
ュラム対応。要事前予約。
とき／6月7日（火）～10月25日（火）
19時～20時30分　※全18回
ところ／恵庭市民会館視聴覚室（恵
庭市新町10）
対象／恵庭市内に在住・通勤・通学
している高校生以上の方
参加費／ 3300円（テキスト代）※テ
キストは厚生労働省手話奉仕員養成
カリキュラム（入門・基礎）対応のも
のを使用します。テキスト持参の方
は受講料は無料です
定員／ 20人（先着順）
申込期限／ 5月25日（水）
申込方法／電話、FAX、メール
（FAX、メールの場合は氏名、住所、
電話番号、メールアドレス、テキスト
購入の有無を記載してください）
問合せ・申込／恵庭市障がい福祉課
電話／ 33-3131（内線1215）
FAX／ 32-1155
メール／syougaifukushi@city.
eniwa.hokkaido.jp

木造住宅耐震診断・耐震改修
補助事業のお知らせ
　恵庭市は市内の耐震診断・耐震改
修の費用を一部補助いたします。「対
象となるかわからない」「リフォーム
工事と同時に改修したい」など気にな
った方はお気軽にご相談ください。
対象／昭和56年5月31日以前に着
工された住宅。2階建て以下の木造
住宅。市内に現存し、所有者が自ら居
住している住宅（改修の場合）。その
他関係法令に明らかに違反していな
い住宅。の4項目を全て満たす建物。
補助額／耐震診断7万円、耐震工事
費最大50万円。恵庭建築士会では
耐震診断を7万円で行っています。
申込期限／令和4年8月31日（水）
問合せ／恵庭市企画振興部まちづく
り推進課建築指導担当
電話／ 33-3131（内線2532）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①道民共済「移動説明会」
とき／ 5月13日（金）、16日（月）
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
②みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 5月14日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③au・UQモバイルキャンペーン
とき／ 5月14日（土）、15日（日）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
④旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 5月15日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前

⑤ベビーカステラ販売
とき／ 5月16日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥K&A Kitchen Sugar「マラサダド
ーナツ販売」
とき／ 5月18日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦スーパーアークス長都店「草太郎
本舗　和菓子販売」
とき／ 5月19日（木）～22日（日）
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑦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。

なの花薬局千歳長都店　健康
相談会
　脳年齢測定器を使った健康チェッ
クや、お薬・健康に関するご相談な
どに薬剤師がお答えいたします。さ
さいなことでもお気軽にご相談くだ
さい。参加無料、申込不要。
とき／ 5月16日（月）～18日（水）
10時～ 16時 ※18日は13時まで
ところ・問合せ／なの花薬局千歳長
都店（長都駅前3丁目1-30）
電話／ 49-4193

お母さんのための食の勉強会
＊～暮らしを支える発酵文化～発酵
食品のメリット&エビデンス
　お子さんや家族の健康のために、
身体を作っている大切な食について
学びませんか。今回は腸活に役立
つ、発酵食品のお話です。参加有料
（参加費はお問い合わせください）、
要事前申込。
講師／株式会社玄米酵素　澤井さん
とき／ 5月18日（水）10時～ 11時
30分
ところ／千歳公民館 5・6号室（真
町176-3）
持ち物／筆記用具
定員／ 15人（先着順）
申込締切／ 5月15日（日）
その他／託児はありませんが、子連
れ参加可能です。
問合せ・申込・電話／ 090-4240-
7933（沼畑、ショートメール可）

クラシプラス
＊オートミール試食＆座談会
　美味しい、嬉しい、なるほど、など、
毎日の暮らしに楽しみをプラスしま
しょう。今回は、ダイエットや体質改
善にも人気のオートミールがテーマ。
「無添加オーガニックオートミール」
の試食会を行います。開発秘話やア
レンジ方法など、色々な「プラス」を
お届けします。参加有料、前日まで
に要事前申込。
とき／ 5月19日（木）①13時～ ②
14時～ ※各30分程度
ところ／ plus p（千歳市みどり台北
1-8-2）
参加費／ 1000円（オートミール2
個のお土産付き）
その他／購入のみの方はお問い合わ
せください。
問合せ・申込・電話／ 090-2872-
6409（山内）

第84回 陽だまり歌声喫茶
＊緑あふれる季節！ 春の歌
　電話にて要事前申込。詳細はお問
い合わせください。
とき／ 5月21日（土）13時～ 15時
ところ／花園コミュニティセンター 

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18日（水）
5月27日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳（流通3丁目3-12） 　駐車スペース有 利用バス：つたいバス（道内）
日帰り・宿泊バスツアー

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部恵庭・苫小牧有）

■定員：20～25名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

※契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し弊社の規定により申し受けます。
詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※全て税込です。 ※写真・イラストはイメージです。

積丹 新鮮な海の幸の昼食と絶景
小樽 自由散策と
新南樽市場でお買物 日帰り

（～6/15アウトまで）（～6/15アウトまで） 1泊お1人様（5,000円以上で）3,000円割引1泊お1人様（5,000円以上で）3,000円割引

5,050円
■割引後　〈大人〉お1人様

10,050円■割引前
集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
出発▶千歳7：30、恵庭8：10
帰着▶恵庭17：10頃、千歳17：40頃　
食事▶1昼（うしお丼スペシャル）付

出発日

どうみん割 適応（北海道クーポン 2,000円分付）

（～宿泊6/1アウトまで）（～宿泊6/1アウトまで）1泊お1人様 1,000円～最大5,000円割引1泊お1人様 1,000円～最大5,000円割引
新型コロナワクチン接種証明書（道民2回・道外対象県民3回）
又はPCR等検査陰性証明・身分証の確認が必要となります。
新型コロナワクチン接種証明書（道民2回・道外対象県民3回）
又はPCR等検査陰性証明・身分証の確認が必要となります。

宿泊手配承ります。お問い合わせください。 ※予算終了次第又は感染拡大等により中止となる場合がございます。宿泊手配承ります。お問い合わせください。 ※予算終了次第又は感染拡大等により中止となる場合がございます。

この商品は北海道から5,000円の支給を受けています。

サッポロ割
どうみん割

太平洋フェリーで行く
山形「さくらんぼ狩り」と
天童最上川温泉入浴

3日間

24,500円
〈大人〉お1人様　（B寝台）
6/10金

集合場所▶①千歳営業所
宿泊▶1・2日目：船中「きたかみ」
食事▶なし
利用バス▶岩手県北バス又は同等

出発日

古都鎌倉散策と
紫陽花の「明月院」と
水郷潮来あやめまつり

3日間

59,800円〈大人〉お1人様
（2～3名1室）

6/20月
集合場所▶①新千歳空港（苫小牧港 着後解散）
集合▶新千歳空港7：00　帰着▶苫小牧港13：30頃
宿泊▶ 1日目：ローズホテル横浜又は同等
 2日目：船中「商船三井フェリー コンフォート」　
食事▶1朝付　利用バス▶恵美観光バス又は同等
往復航空▶ANA又はAIRDO

出発日

留萌で寿し天ぷら膳の昼食
増毛 国稀酒造・遠藤水産と
深川 道の駅でお買物 日帰り

5,500円
■割引後　〈大人〉お1人様

10,500円■割引前

5/29日5/29日

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
出発▶千歳7：20、恵庭8：00
帰着▶恵庭17：40頃、千歳18：10頃　
食事▶1昼（生寿し・天ぷら・茶碗蒸し・サラダ・温そば）付

出発日

この商品は北海道から5,000円の支給を受けています。

5/28土


