
2022年5月27日（金）ちゃんと 22

ところ／真々地会館（千歳市真々地1-7-7）
〈恵庭市〉とき／毎週金曜日 15時～18時
ところ／中島会館（恵庭市中島町4-17-14）
対象／小学1年生以上
定員／ 5名程度
①②共通
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

花柳咲つぶら会
＊第3回伝統文化子供日本舞踊教室
とき／ 6月18日（土）、19日（日）、7月
16日（土）、17日（日）、8月13日（土）、
発表会8月28日（日）各日13時～15時
ところ／恵庭市民会館リハーサル室（恵
庭市新町10）ほか
対象／ 3歳～（幼児コース、小学生コー
ス、中学生コース、高校生コース）
定員／先着20名。
参加費／無料
持ち物／ゆかた、足袋、帯（お持ちでない
場合は貸し出し致します）
問合せ・申込／花柳咲つぶら会
電話／ 090-7645-9647（花柳）

肩こり・腰痛ヨガ体験会
　鍼灸師のヨガインストラクターが行うノ
ンビリしたヨガレッスンです。静かな時間
を過ごしたい方、毎日忙しい方、老若男
女全ての方にオススメです。定員10名
とき／ 5月28日（土）、6月4日（土）、11日
（土）、18日（土）19時15分～20時30分
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
参加費／ 500円（初回のみ）
持ち物／ヨガマット、タオル、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／080-4048-1969（斉藤）

Yoga feel
＊姿勢改善ヨガ
　ヨガのやさしいポーズと深い呼吸で無
理なく体幹を鍛え、美しい姿勢になりまし
ょう。未経験者大歓迎。お子様連れOK！
詳しくはお問合せください。
とき／6月1日（水）、8日（水）、15日（水）、
22日（水）10時30分～11時30分
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
参加費／初回体験500円（通常700円）
持ち物／ヨガマット、飲み物、フェイスタ
オル、動きやすい服装（素足になれる準
備をお願いします）
申込期限／レッスン日の3日前まで
問合せ・申込／ Yoga feel
電話／ 090-1303-3552（コウヅチ）

まちづくりスポット恵み野
①花うらない付きタロット
　セラピータロットです。背中を押してほ
しいとき、迷っているときに
とき／ 6月17日（金）10時～ 16時
ところ／花の拠点はなふる内「かのな」さん
横 ※雨天時：花の拠点はなふる内「暮らし
を恵む庭・集会施設」（恵庭市南島松817）
参加費／ 1回（25分）1500円
担当／あかまつまりさん（BRESS）
②恵庭はなふるアート書道
　文字を書くこと、筆や墨を使うこと、一
緒に楽しんでみませんか？最初の30分で
文字が素敵に変化しますよ！
とき／ 6月1日（水）、7月23日（土）、8
月11日（木）10時～ 12時
ところ／花の拠点はなふる内「暮らしを恵
む庭・集会施設」（恵庭市南島松817）
参加費／ 1回2000円（道具、材料費込
み）※親子で10000円（3回分）
講師／大塚ひろみさん（「アトリエ書の花」
認定講師）
申込方法／電話またはメールmachispo.
megumino@gmail.com（名前、電話番
号、参加人数、ご希望の回）を明記してお
申込みください
①②共通
問合せ・申込／まちスポ恵み野
電話／ 39-2232

Do! kids Lab
＊★話題の★親子で体験！「今日、
YouTuberになれる動画作り体験」
　YouTuberが使う本格的な撮影セット
で、動画を撮影してみよう！撮影後は、
プロの動画クリエイターが編集してい
る様子も見学できるよ！きみも今日から
YouTuberデビュー！参加無料。
とき／6月11日（土）10時～、11時10分～、
13時～、14時10分～。15時20分～
ところ／緑と語らいの広場えにあす（恵庭
市緑町2-1-1）
対象／小学4年生～高校3年生
その他／パソコン不要！手ぶらでOK！キ
ッズスペースあり！予約は不要ですが、定
員に達した場合は次の回での案内となり
ます。先着順のため電話予約をおすすめ
します。
問合せ・申込／ Do! kids Lab
電話／ 090-6695-6748（鷲尾）

ヨガサークルbreath
＊ヨガセラピー
①乳がん経験者のためのヨガ
　無理のない範囲で少しずつ体をほぐし、
心にも優しい時間を過ごしましょう。イン

ストラクターも乳がん・子宮頸がん経験
者です。お気軽にお問い合わせください。
とき／ 6月11日（土）、25日（土）10時
30分～ 11時45分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議
室2（恵庭市緑町2-1-1）
対象／乳がん患者さん、その家族、友人等
 （他のがん種の方も参加できます、女性限定）
②シニアヨガ
　膝や腰に不調のある方・体力に自信の
ない方でも、椅子やタオルを使用して無
理のない範囲で体を動かし、体力の維持・
向上を目指しましょう！
とき／6月3日（金）、10日（金）、17日（金）、
24日（金）10時30分～11時30分
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのも
り会議室（恵庭市大町1-5-7）
対象／ 60歳以上の方
③やさしい椅子ヨガ
　きついポーズや激しい動きはありませ
ん。ヨガが初めての方や身体がかたい方、
運動が苦手な方、心身に不調のある方も
ご参加頂ける椅子を使用したヨガです。
とき／ 6月4日（土）、18日（土）10時
30分～ 11時30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議
室2（恵庭市緑町2-1-1）
対象／どなたでも
①～③共通
参加費／ 700円（初回体験無料）
持ち物／裸足になれるジャージ等の動き
やすい服装、あればヨガマット（無料貸出
あり）、長めのタオル、飲み物
申込期限／前日まで要申込（キャンセル
は当日でも可。料金は一切かかりません）
問合せ・申込／一般社団法人日本ヨガメデ
ィカル協会認定ヨガセラピスト　吉田直子
電話／090-1641-6933（ショートメール可）

HANAのIRO
フラワーアレンジメント教室
①生花のフラワーアレンジメント
　季節の花を使用したフラワーアレンジ
メントを作ります。
参加費／ 3000円（花材代2500円、参
加費500円）※初回のみ器付き
②ソープフラワーで作るフライングリース講座
　リース台に石鹸の香りがする造花のソー

プフラワー等の花材をアレンジします。花材
等はお好みのものをお選びいただけます。
参加費／ 2800円（材料費2500円、参
加費300円）
①②共通
とき／ 6月9日（木）、23日（木）10時
30分～ 12時
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
持ち物／ハサミ、新聞紙
申込期限／各開催日の3日前まで
問合せ・申込／ HANAのIRO
電話／ 090-1384-0532（千葉、ショート
メール可）

仲間募集
千歳ブラックバード
＊新メンバー募集
　一緒に野球をやってみませんか？ 未経
験でも、運動に自信がなくても心配ありま
せん。野球は個性と特徴を生かしていくス
ポーツです。みんなで力を合わせて、たく
さんのかけがえのない時間を経験しましょ
う。練習日はいつでも見学・体験すること
ができます。お気軽にどうぞ。お待ちして
おります！
対象／千歳市内全域の年長児および小学
1年生～5年生の男の子・女の子
練習日時／【平日】週2日～4日、16時～
18時30分 【土日祝】大会等により変わります
練習場所／【夏季】祝梅小学校グラウン
ド 【冬季】祝梅小学校体育館、ブレインボ
ールパーク等
参加費／入団金1000円（毎年）、団費月
2000円（きょうだい2人目以降は月1000
円）、他父母会費、スポーツ保険料等
その他／練習を見学・体験してみたい場
合は、連絡いただくか、練習日に直接来
ていただいてもかまいません。動きやす
い格好で、野球道具（無い場合はこちら
で対応いたしますのでご安心ください）と
水筒をお持ちください。
問合せ・申込・電話／090-8009-1631（石橋）
Eメール／wanted1201@yahoo.co.jp

令和4年6月19日（日）
11時～ 12時  基礎編・応用編Ⅰ・マスター
13時～ 14時  応用編Ⅱ
15時～ 16時  応用編Ⅲ

日時

北ガス文化ホール（千歳市北栄2丁目2番11号） ３階中会議室２会場

「ちとせ・まち魅力検定」とは
　「ちとせ・まち魅力検定」は、2012年から始まった
一般的に都道府県・市町村など特定の地域に関する
歴史や文化などの知識を測るご当地検定の一つです。
ちとせの歴史、文化、自然などを学び、ちとせの魅力
を理解し、郷土愛を育むことを目的として、「ちとせ・
まち魅力検定2022学習会」や「ちとせ・まち魅力検定2022」を行います。

ちとせ・まち魅力検定2022

検定の
ご案内

令和４年７月下旬に受検者へ郵送にて発表合格発表

令和４年６月１日（水）日付印有効
※ 応用編Ⅱの教育文化分野の改定版は、検定の申込みをされた方
のみ確認後、無料で改定版（用紙）を郵送します。

申込締切

問合せ先
〒066-0018　千歳市旭ヶ丘1丁目2番1-1004号
ちとせ・まち魅力検定　実行委員会　事務局 ☎080-2865-0864
※  コロナ感染症拡大予防から、「一人ひとりの基本的感染対策」のお願いと
　体調の悪い方の参加はご遠慮ください。

申込方法 「2022検定要項」の指定の用紙に記入してお申込みください。

申込
用紙配布先 千歳市民活動交流センター「ミナクール」に設置予定

検定種別 対象者 内容 検定料（税込）

基礎編 初めての方、誰でも 要覧ちとせ令和３年度版 中学生以下 550 円
一般 1,100 円

応用編
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 基礎編合格者 当会作成の公式ガイドブック

※Ⅱの教育文化分野は、2018年改定版から出題
中学生以下 1,100 円
一般 2,200 円

マスター 基礎編・応用編
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ合格者

要覧ちとせ令和３年度版、
公式ガイドブックⅠ～Ⅲ
※Ⅱの教育文化分野は、2018年改定版から出題

中学生以下 1,650 円
一般 3,300 円

お
友
達
や
先
生
た
ち
と
み
ん
な
で
あ
そ
ぼ
う
よ
！

広
告

　2021年4月1日、北海道文教大学附属幼稚園が開園しました。当園では「一人
ひとりの子どもが日々瞳を輝かせて生活し、充実した幼児期を過ごせる保育」を
目指して、北海道文教大学こども発達学科と共に子どもの成長に適した保育の
開発と実践を行っています。今年度は下記の内容の子育て支援事業を進め、お子
さまが楽しくあそんだり、保護者の皆様同士が交流をしたり、本園の職員（保育
士・管理栄養士・看護師）が子育てについてのお話を伺う場を設けます。
皆さま、気兼ねなくご来園ください。

開放日時／月～金曜日（平日）
　　　　 9：45～11：15/15：30～17：00
　　　　上記のお好きな時間帯
＊事前に電話受付が必要です。
＊親子であそんだり、在園児のクラスに入って  
     一緒にあそんだりすることができます。

日付 テーマ 内容
6/14（火）  はじめましてようちえん  こども園であそぼう
7/12（火）  からだをつかってあそぼう  親子で身体を使ってたくさんあそぼう
8/9（火）  みずはいいきもち  水の感触を楽しみながらあそぼう
9/13（火）  おにいさん、おねえさんとあそぼう  在園児とふれ合おう
10/19（水）  やさいにふれてみよう  野菜の型抜きをしよう
12/13（火）  ちびっこサンタになろう  クリスマスの雰囲気を楽しもう
1/24（火）  たのしいゆきのせかい  寒さに負けず、雪あそびを楽しもう

tel.0123-29-6317
受付時間：10:00 ～ 11:30　
住所：恵庭市漁町396番

時間：各日10:00～11:30
対象：乳児、幼児 2週間前から前日までの先着予約




