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千歳市
支笏湖ビジターセンター 自然ふ
れあい行事
①鳥花愛でる「紋別岳登山」
　花咲き、鳥集う紋別岳（標高866ｍ・片
道約5km）を自然観察しながら登ります。
体力必要です。参加無料、要事前申込。
とき／ 5月29日（日）10時～ 15時
集合場所／支笏湖ビジターセンター
定員／ 10人（申込順、小学生以下は保
護者同伴）
②支笏湖こどもDay！～森の中の滝へ行
こう！「七条大滝」自然観察Day～
　緑がきれいな林道を歩いて、落差16
ｍの滝・七条大滝を見に行きます。林道
や滝周辺の生き物をさがして観察します。
林道の入口までは、ジャンボタクシーで
移動します。参加有料、要事前申込。
とき／ 6月12日（日）10時～ 15時
集合場所／支笏湖ビジターセンター
参加費／ 500円（おやつ付き）
対象／小学4～ 6年生
定員／ 7人（申込順）
①②共通
その他／持ち物・服装は申込時にお伝え
します。悪天候の場合中止します。
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

コープさっぽろよろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　買い物ついでに気軽に立ち寄れる相談
窓口として“ちょこっと茶屋”を開催しま
す。高齢者のふれあい、生きがい、健康
づくり、引きこもり防止等。健康や介護、
福祉に関する相談にも無料で応じます。
買い物ついでにお気軽にお立ち寄りくだ
さい。参加無料。
①コープさっぽろ パセオすみよし店
とき／ 6月2日（木）10時～ 11時30分
ところ／コープさっぽろ パセオすみよし店
内イートインスペース（千歳市住吉4-14-11）
内容／健康ミニ体操を行い、会場のみん
なで脳トレクイズに挑戦します。管理栄養
士の考えた簡単なお料理レシピや脳トレ
クイズの資料も配付します。
②コープさっぽろ 向陽台店 駐車場
とき／ 6月9日（木）10時～ 11時30分
ところ／コープさっぽろ 向陽台店 駐車場
（千歳市白樺2-3）
内容／健康や介護に関する無料相談のほ
か、握力測定や脳トレクイズ、管理栄養士の
考えた簡単なお料理レシピ資料配付など。
①②共通
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
FAX／ 27-2528

国際交流講座開催のお知らせ
＊姉妹都市「アンカレジ市」について知ろう！

　千歳市の姉妹都市、アメリカ合衆国ア
ラスカ州アンカレジ市について学びます。
講師に、アンカレジ市ダイモンド高校か
ら日本語教師のヴィクトリア・ゲラート先
生を招きます。直接話したり、アンカレジ
市のまちのことや市民の暮らしについて、
楽しく学びましょう。講座は日本語で行い
ますので、英語が苦手な方でも大丈夫で
す。参加無料、要事前申込。
とき／ 6月18日（土）10時～11時45分
ところ／北ガス文化ホール 3階 視聴覚室
定員／ 30人（申込順）
申込締切／ 6月10日（金）17時まで
申込方法／下記URLから申込、またはメ
ールにてご連絡ください。
問合せ／千歳国際・友好都市交流協会事
務局（千歳市観光スポーツ部交流推進課
国際交流係内）
電話／ 24-0482
URL／ https://www.harp.lg.jp/IxN6UEkx
Eメール／ kokusai@city.chitose.lg.jp

北海道千歳高等学校同窓会「柏望
会」
＊定期総会実施について
　3年ぶりに定期総会を実施し、その後
校内を自由に見学する時間を設けます。
要事前申込。
とき／ 6月18日（土）17時～
ところ／北海道千歳高等学校 多目的室
申込期限／ 6月13日（月）
問合せ・申込／北海道千歳高等学校
電話／ 23-9145
Eメール／ hakuboukai@yahoo.co.jp

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
＊ハンギングバスケット講習会
　今年は花と緑の祭典・ガーデンフェス
タ北海道2022が恵庭市で開催！メイン
会場となる花の拠点「はなふる」内【暮ら
しを恵む庭】に飾るハンギングバスケット
を作りませんか？要事前申込
とき／ 6月1日（水）10時～ 12時
ところ／サンガーデン（恵庭市西島松561-4）
参加費／ 500円
持ち物／汚れても構わない服装。※製作し
たハンギングバスケットはお持ち帰り出来ま
せん
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭市郷土資料館
＊令和4年度アイヌ文化学習見学会
　平取町と新ひだか町のアイヌ文化関連施
設やチャシ跡をバスで見学します。現地では
各町の専門家に解説をいただく予定です。
一緒に楽しくアイヌ文化を学びませんか。
とき／ 6月18日（土）8時50分～ 17時
終了予定
集合場所／恵庭市役所駐車場に8時50
分集合（時間厳守）
対象／恵庭市内在住の小学3年生以上
（小学生は保護者同伴必要）、先着25人
参加費／入館料実費分（大人400円、小
中学生150円）
持ち物／昼食、飲み物、虫よけ、雨具等
申込期間／6月1日（水）9時～16日（木）
17時までに郷土資料館へ電話申し込み
その他／荒天時以外は決行します。歩きや
すい服装や靴でご参加ください。新型コロ
ナウイルス感染状況により中止の際は恵庭
市ホームページに掲載しますのでご確認く
ださい。
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

恵庭市きた地域包括支援センター
（たよれーる　きた）
＊令和4年度 第1回家族介護者交流会
　「音楽」でこころとからだをリフレッシュ。
介護体験の語らい。参加無料。要事前申込
とき／ 6月22日（水）13時30分～ 15
時予定（受付13時～）
ところ／夢創館（恵庭市島松仲町1-2-20）
その他／車で来場の方は、夢創館向か
いの市営島松駅横駐車場をご利用くださ
い。参加の方には無料駐車券2時間分を
配布致します。※新型コロナウイルスの
発生状況により、中止させて頂く場合が
ございます。
受付締切／ 6月10日（金）まで
問合せ・申込／たよれーるきた（日光・宮越）
電話／ 25-3100

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①ダスキン五稜「ダスキンキャンペーン」
とき／ 5月27日（金）10時～ 15時
ところ／ 1階センター広場
②千歳市「マイナンバーカード出張申請」
＜事前電話予約制＞
とき／ 5月28日（土）10時～ 16時
ところ／ 1階センター広場
電話／ 24-0127
③ディズニー英語システムイースター抽
選会イベント＜参加無料＞
　ワールド・ファミリー株式会社が提供。
小さなお子さま向けのイベントです。
とき／ 5月28日（土）・29日（日）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
④お野菜キッチン「しるしる」
とき／ 5月29日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤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29日（日）9時～13時
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ／日本リサイクルネットワーク北海道
電話／ 011-632-1222
⑥DELILABO「ロングポテト販売」
とき／ 5月31日（火）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「グラフミュー
ラー　バームクーヘン販売」
とき／ 6月2日（木）～5日（日）10時～18時
ところ／東側出入口前
①、④、⑥⑦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。

ウッドカービング・ファミリー講座
＊年間シリーズ5月講座
　クルミの木を活用して、マイ箸を作りなが
らカービングナイフの使い方を覚えます。
参加有料、当日12時までに要事前申込。
とき／ 5月28日（土）13時～ 15時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳
市末広6丁目3）
定員／ 15人（先着順）
参加費／ 500円（材料費として）※小学
生以下の子どもは無料
持ち物／木くずの付きにくい服装
申込方法／主催者（後藤）またはまちライ
ブラリー＠ちとせまでお電話ください。
問合せ・申込・電話／ 090-9759-6713（後
藤）、21-8530（まちライブラリー@ちとせ）

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／ 6月3日（金）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／ 6月1日（水）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。

いけばな小原流　みんなの花展
＊札幌支部千歳地区花展「初夏のときめき」
とき／ 6月4日（土）10時～ 18時、6月
5日（日）10時～ 17時
ところ／千歳市民ギャラリー（千代田町
5-7-1）
問合せ／小原流札幌市部 千歳支所
電話／23-4885（小笠原）、33-2579（井
上）、011-373-3811（石田）

はじめてさんのレジンアクセサリ
ー作り
　マスク着用をお願いします。詳細はお
問い合わせください。
とき／ 6月5日（日）9時～ 12時の間で
30分（各回2人ずつの予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11
参加費／ 1200円（1人2個分、2人で1
つずつも可）
問合せ・申込／下記番号までお電話くだ
さい。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

千歳幼稚園
＊地域開放「いっしょにあそぼ」
　園児と一緒に親子で遊びませんか。お
天気が良ければ園庭でも遊びます。参加
無料、前日までに要事前申込。
とき／ 6月27日（月）10時～11時30分
持ち物／汚れても良い服装、上靴（あれば）
ところ・問合せ・申込／千歳幼稚園（清
水町4-25）
電話／ 23-2331

NPO法人恵庭市体育協会
＊第2期スポーツ教室お申込みのご案内
（7月～9月）
　大人向け教室　①月曜・ZUMBA②火
曜・リラックス＆エナジーヨガ③木曜・バ
レトン教室。要事前申込
　子供向け教室　④月曜・リズムジャン
プ体操教室。要事前申込
時間／①19時15分～20時15分②19
時15分～ 20時30分③10時15分～
11時15分④17時～ 18時
ところ／恵庭市総合体育館研修室（恵庭
市黄金中央5-199-2）
参加費／①3500円②4500円③5000
円④3000円
持ち物／運動のしやすい服装、上靴、飲み
物、タオル、マスク（バレトン教室はストレッ
チポール、ヨガマット。ヨガ教室はヨガマット）
定員／①～③各20人、④15人
申込期間／6月6日（月）～6月12日（日）
支払期間／6月21日（火）～6月27日（月）
申込方法／ NPO法人恵庭市体育協会ホ
ームページ内特設フォーム
問合せ・申込／NPO法人恵庭市体育協会
電話／ 21-9900

パチパチクラブ
①そろばん１カ月無料体験会
　15名限定の少人数制。無料体験中は講
師とほぼマンツーマンなので安心してくだ
さいね。※大好評のオンラインそろばんも
行っております。教室と変わらず少人数制
で通わず自宅で受けられます。「パチパチ　
クラブ」で検索してください。1カ月無料体
験も受付中。
ところ／〈恵庭市〉大町、柏陽、恵み野、
恵み野北の各町内会館、恵庭市民会館、
黄金ふれあいセンター、島松公民館、桜
町団地集会所、緑と語らいの広場えにあす
〈千歳市〉ゆうまいホール、あずさ・北栄
南・花園・みどり台南・幸福の各町内会館、
祝梅コミュニティセンター、コープさっぽ
ろパセオすみよし店、真々地会館
対象／数字の読み書きが出来れば年中・
年長さんからでも大丈夫です
定員／各教室若干名
申込期限／定員になり次第締切
②習字１カ月無料体験してみませんか？
　書く事はとても脳を活性化する作用が
あり、集中力・思考力・観察力・コミュニ
ケーション力（非認知能力）を身に付ける
ことができます。毛筆だけではなく、えん
ぴつ・ペン字もしっかり行います。文字の
読み書きの基礎も学べ、タブレットで筆順
クイズ・漢字カルタなど楽しく覚える事
ができます。人数に達した時点で受付終
了になります。
〈千歳市〉とき／毎週火曜日 15時～18時

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

6月1日（水）
6月10日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます




