
2022年5月20日（金）ちゃんと 16

16時30分スタート
対象／小学生以下
定員／ 16人（先着順）
その他／参加者はマスクの着用をお願いし
ます
ところ・問合せ・申込／博品館TOYPARK
千歳アウトレットモール・レラ店
電話／ 29-3836

名水公園ウォーク
＊千歳川上流サイクリングロード（往復7km）
　春風が呼んでいます。柔らかな日差しの
温もりを感じながら、林東公園～名水ふれ
あい公園のサイクリングロードを歩きませ
んか。お子様連れの参加も可能です。参加
無料。申込は不要です。
とき／ 5月22日（日）9時集合、9時30分
出発　※お昼過ぎには解散予定
集合場所／林東公園駐車場（千歳市大和2
丁目4）
持ち物／飲み物
問合せ／千歳歩こう会
電話／ 090-5074-5651（結城）

そだちば
＊心と体をはぐくむ抱っこのお話
　抱っこ紐の専門家であるベビーウェアリン
グコンシェルジュが、抱っこのお話&相談受
付を行います。発達の関係やママの体のこ
と、抱っこ紐の種類や特徴のご紹介、試着&
練習が行えますよ。自分達に合う抱っこ紐を
みつけにきてください！ 参加有料、前日まで
に要事前申込。
とき／ 5月24日（火）10時30分～ 14時
30分（出入り自由）
ところ／多目的ホールplus p（千歳市みど
り台1丁目8-2）
参加費／ 2000円
持ち物／使用中の抱っこ紐があればお持ち
ください。
その他／電話に出られないことが多いの
で、問合せや申込はできるだけEメールに
てお願い致します。
問合せ・申込／ noya-plus ちひろ
電話／ 080-5597-0470
Eメール／ kaerunodakko@gmail.com

北斗認定こども園　ルンルンらびっと
＊園庭開放～スタンプラリー～
　園庭でスタンプラリーを楽しみませんか？
その後、遊具で元気いっぱい遊びましょう！ 
参加無料、要事前申込。
とき／ 5月27日（金）10時30分～11時30分
ところ・問合せ・申込／北斗認定こども園（千
歳市新富1丁目1-41）
電話／ 22-5983

紋別岳山麓自然観察会
　紋別岳山麓（登山口から1.6kmくらいの
道のり）の花や木、野鳥などを観察します。
参加有料。申込は不要です。
とき／ 5月28日（土）9時40分集合、13
時30分解散予定　※山頂まで登りたい方
は、12時を目処に途中で分かれます。
集合場所／中央バス「支笏湖」停前
参加費／ 200円
持ち物／観察会では、登山靴は不要です。
マスク、帽子、飲み物、昼食、雨具等。あれ
ば双眼鏡。
問合せ・電話／ 090-9430-2351（林）

千歳市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／ 5月29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）
その他／感染症対策の窓換気、手指消毒に
ご協力をお願いします。
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

陶芸サークル歩工房
＊陶芸体験教室～歩（あらた）窯
　6月の窯入れに向けて体験者募集！花の
季節です。お気に入りの花瓶、植木鉢、お庭
で飲むコーヒーカップ等々。あなただけの
オリジナル作品はいかがですか。6月末に
は完成します。
とき／ご都合の良い日時。電話にて要相
談。
ところ／陶芸サークル歩工房（恵庭市南島
松596、旧保健センター近く）
参加費／体験料1000円（釉薬、焼き代込
み）※粘土代1㎏ 500円は別途
持ち物／汚れても良い服装（道具はお貸し
します）
問合せ・申込／陶芸サークル歩工房

電話／ 090-6219-7252（坪松）

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第119回シネマサロン例会
　没後35年。昭和の名優・歌姫美空ひば
り特集。芸能生活10周年記念「希望の乙
女」、愛唱歌メドレー 2本立て。参加無料。
とき／ 5月21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）

サロンおはな
①えにわがんチームによる市民講座。大切
な子どものためにもっと知りたい「子宮頸が
んワクチン」事前申込不要。参加無料
とき／ 5月21日（土）10時～ 11時30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階会
議室8-2、8-3（恵庭市緑町2-1-1）
内容／マザーキラーから命と子宮を守ろう　
講師：渡辺一代氏、オンライントークセッシ
ョン　金澤佑華氏
その他／オンライン参加をご希望の方は
NPO法人おはなの公式LINE、ホームペー
ジ、Instagram、Facebookからご相談く
ださい。
②がん患者家族遺族会特別企画　おはなの
リースづくり
とき／ 5月21日（土）11時30分～ 12時
30分（がん教育終了次第）
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階会
議室8-2、8-3（恵庭市緑町2-1-1）
参加費／リースお持ち帰りの方2500円（材
料費＋活動への寄付）、作成のみのボランテ
ィアは無料。※「花のまち恵庭」のイベント
を手作りリースを作って応援しませんか！
①②共通
協働／恵庭市保健センター保健課
問合せ・申込／ NPO法人おはな
電話／080-4044-8313（代表理事　石上）

shines color
＊占います！
　今、モヤモヤしていることはありません
か？悩みの答えはあなたの心の中に。答え
を出すお手伝いをさせて頂きます。手相、
タロットカード、西洋占星術で占います。本
当の自分をみつめてみませんか？
とき／ 5月26日（木）10時～ 16時
ところ／ミシン＆カフェCHILL（恵庭市京町
65-2）
その他／時間・費用など詳しくはミシン＆カ
フェＣＨＩＬＬへお問い合わせください
問合せ・申込／ミシン＆カフェCHILL
電話／ 090-7645-4623

tetteもみじ
＊親子どんぐり教室（製作、タオル遊び）
　知育を取り入れた遊びを実施！親子で一
緒に楽しみながら子育てを楽しみませんか？
その他にも朝の会や帰りの会もあり、集団
生活の練習にも☆要事前予約
とき／ 5月27日（金）どんぐり組（0、1歳
頃）9時40分～ 10時25分、りす組（1、2
歳頃）10時45分～ 11時30分
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／製作物持ち帰りの袋（A4サイズ程
度のビニール袋など）、お子様の普段の持ち
物、水分補給ができる物、バスタオル1枚
定員／各5組程度（申込順）※ご兄弟など
の付き添いはご相談ください
申込期限／ 5月24日（火）
問合せ・申込／ tetteもみじ
電話／ 090-6873-8968（岡田）

サムライ塾
＊護身術入門教室
　護身術は武道の基本的な技からなる安全
性の高い体術です。武道の基本を身に付け
たい方、精神力を向上させたい方、老若男
女問いません（10歳以上で1時間位運動可
能な方）、是非ご参加ください。要事前申込。
とき／ 5月28日（土）9時～11時30分
ところ／恵庭市寿町会館集会室（恵庭市島
松寿町2-24-3）
参加費／ 500円
持ち物／動きやすい服装（ジャージ、タオル等）
申込期限／ 5月26日（木）まで
問合せ・申込／サムライ塾
電話／ 080-4728-0020（できるだけショ
ートメールでお願いします）

ミナミナ市
＊ミナミナ市＆カーブーツマルシェ＆キッチン
カーフェス
　ミナミナ市：モール棟通路にてハンドメイ
ドや焼き菓子など15店、カーブーツマルシ
ェ：駐車場で車のトランクを開けて販売する

スタイルで、ハンドメイドのお店20店（雨
天荒天中止）、キッチンカーフェス：駐車場
にて18店で開催。キッチンカーグルメをラ
ンチや晩ごはんにいかがですか（カーブー
ツマルシェ併催）※キッチンカーフェスでは
SDGsに取り組みます。各店の取り組みを
販売窓口に貼付しますので、内容をご確認
ください。取り組み内容により市内でこども
食堂などを運営しているNPO団体へ援助
を行いますのでご協力をお願いします。
とき／ 5月29日（日）10時～ 16時　※キ
ッチンカーフェスは17時まで
ところ／フレスポ恵み野モール棟通路＆駐
車場（恵庭市恵み野里美2-15）
その他／マスク着用等、新型コロナウイル
ス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・中止となる場合があります。
問合せ・電話／090-8659-9032（ヤマグチ）
Eメール／minamina-ichi@hotmail.com

恵庭テニス協会
①ナイターダブルステニス教室
　ダブルスの基礎から応用技術をお伝えし
ます！
とき／6月2日（木）、9日（木）、16日（木）、
23日（木）19時～ 21時
ところ／恵み野中央公園庭球場（恵庭市恵
み野北3-9-2）
対象／ストロークやボレーなど基本的な技
術がある方
②初級・中級テニス教室
　初級はテニスの基礎を、中級は基礎から
応用技術をお伝えします！
とき／ 6月4日（土）、11日（土）、18日
（土）、25日（土）中級13時～ 14時30分、
初級14時30分～ 16時
ところ／恵み野中央公園庭球場（恵庭市恵
み野北3-9-2）
対象／初級はテニスに興味がある方や上手
になりたい方、中級はストロークやボレーな
ど基本的な技術がある方
①②共通
参加費／恵庭テニス協会会員2000円、非
会員3000円
申込期限／ 5月31日（火）
その他／新型コロナウイルスの影響により
中止となる場合があります
問合せ・申込／恵庭テニス協会
電話／ 34-3718（ナガタ）

ナツメ堂鍼灸院
＊冬場の老廃物をデトックス！よもぎ蒸し体
験会のご案内
　終わった後は代謝が良くなり顔から汗が
かけるようになったという声が多いよもぎ蒸
し。その場で冬場の毒素がしっかりと排出さ
れるのを実感して下さい（30分）
とき／ 6月3日（金）まで期間限定6人
ところ／ナツメ堂鍼灸院（恵庭市駒場町
1-1-3）
対象／冷え、むくみ、ストレスや婦人科疾患
でお困りの方
参加費／ 1500円
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話・ＦＡＸ／ 21-8988

親子で書道体験
　基本書道・硬筆基本。参加無料。要事前
申込
とき／ 6月4日（土）、18日（土）14時～
16時30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室4
（恵庭市緑町2-1-1）
申込期限／各開催日の2日前
問合せ・申込・電話／090-8896-4943（大塚）

北海道文教大学
＊特別公開講座
　サッポロホールディングス・髙島英也顧
問、サッポロビール北海道工場・野村真弘
工場長より、北海道の開拓の歴史からサッ
ポロの沿革、SDGsの取り組みなどについ
て講演していただきます。参加無料。要事
前申込。
とき／ 6月7日（火）、14日（火）「北海道
の歴史～北海道の未来を考えるヒントに～」　
21日（火）「北海道とサッポロビール～146
年前からSDGs ～」各日12時30分開場、
13時開始、14時30分終了予定
ところ／北海道文教大学鶴岡記念講堂大ホ
ール（恵庭市黄金中央5-196-1）
その他／本学国際学部の授業の一環として
開催するため会場前方は学生着席ゾーンと
し、本学学生を優先した講義運営となります
申込期限／各日程前日までに「代表者名」
「参加人数」「電話番号」「（ある方は）メー
ルアドレス」の明記必須
申込方法／電話またはGoogleフォーム：
大学ホームページ「公開講座」申込フォーム
より
問合せ・申込／北海道文教大学企画調整部
特別公開講座担当：征矢（そや）

電話／ 34-0059

NPO法人恵庭市体育協会
＊ノルディックウォーキング教室
とき／ 6月25日（土）10時～11時30分。
雨天決行
ところ／漁川河川敷　※集合場所：市民ス
ケート場（恵庭市牧場53-4）
対象／医師から運動制限を受けていない小
学生以上の市民　※小学生参加の場合は保
護者同伴での参加
参加費／無料
持ち物／飲み物、帽子、マスク、タオル、ポー
ル　※ポールは無料で貸し出しも行います
定員／ 20人
申込方法／同協会ホームページ特設フォー
ム、総合体育館窓口、電話
申込期間／ 5月25日（水）～6月6日（月）
の平日9時～17時
問合せ・申込／ NPO法人恵庭市体育協会
電話／ 21-9900

One day shop＆フリマ
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。

フリーマーケット
　家庭用品、衣類、手作り品、子ども用品な
どのフリーマーケットです（雨天中止）。
とき／ 5月22日（日）、6月19日（日）いず
れも9時～14時
ところ／ホクレンショップ東郊店前（千歳市
東郊2-7）
問合せ・電話／ 090-9432-9516（藤井）

仲間募集
babyママ子育てサークル仲間募集
　コロナ禍で仲間づくりの場が少ない中で、
楽しく子育てができるようにInstagram中
心に仲間を募集しています。恵庭近郊の0
歳児1歳児ママ集まって、この夏楽しく過ご
しませんかー？
とき／不定期開催
参加費／無料
問合せ・申込／ Instagramアカウント
:eniwa.baby_mama（佐藤）

次回の掲載は6月17日発行のちゃんと823号です。
お楽しみに!！


