
2022年6月3日（金）ちゃんと 18

ところ／花園コミュニティセンター（千歳市
花園4-2-5）
定員／ 5人（先着順）
申込締切／ 6月15日（水）まで
その他／楽器・道具はこちらで用意します
ので、持参不要です。
問合せ・申込・電話／ 24-6852（渡辺）

ガーデニング相談会
　バラ、宿根草など、花を育てる「なぜ」に
お答えします。参加無料、申込不要。
とき／ 6月23日（木）13時～ 15時（1人
10～ 15分程度）
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6丁目3）
電話／ 21-8530（笹倉）

千歳アマチュア写真クラブ合同写真
展
　千歳市内のアマチュア写真クラブ3団体
（千歳写友会、ゆうまいフォトクラブ、千歳
写真集団）と一般参加の写真愛好家による
合同展です。観覧無料。
とき／ 6月30日（木）～ 7月3日（日）10
時～ 18時 ※最終日は17時まで
ところ／千歳市民ギャラリー（千代田町
5-7-1）
その他／ご来場の際は、マスクの着用をお
願いします。
問合せ／千歳写真集団
電話／ 090-2056-4882（五十嵐）

フォトクラブ【写遊】
＊四季「爺さんの散歩」写真展
とき／ 6月1日～ 12日（日）9時30分～
19時（最終日は17時まで）※6日（月）は
休館です
ところ／恵庭市立図書館本館2階ギャラリー
（恵庭市恵み野西5-10-2）
問合せ・電話／ 090-3115-4340（谷内）

えにわ市民プラザ・アイル
①「田中ミサヨ作品展」～長年作り続けた、
ぬくもりのある古布や和紙を～
とき／ 6月2日～ 11日（土）10時～ 17時
内容／和服リフォーム、人形、壁掛け、布絵
本、色紙、季節の吊るし雛、手芸材料。一部
販売あり
作家／緋世さん
②「ビーズと押花の彩り　2人展」田上真理
子さん・三田公子さん～ビーズの輝く美し
さと、自然の色彩がマリアージュ～
とき／ 6月15日（水）～ 28日（火）10時
～ 17時
内容／ハイセンスなビーズのアクセサリー
と洗練された押花アート。一部販売あり
③おうちに切り花を飾ってみよう～花のある
暮らし～
とき／ 6月11日（土）10時30分～ 12時
内容／季節の切り花を五感で楽しみながら、
アレンジを作ってみましょう。小さな子ども
さんも初めての方でも楽しめる、こころをゆ
たかにする花育の講座です。手ぶらでOK。
親子参加歓迎。要予約
定員／ 5名（申込順）
申込期限／ 6月8日（水）締切
講師／山田きみ子さん（「Amber」花のある
暮らし いのちとこころの花育講師）
④行政書士無料相談
　相続、遺言書、補助金、コロナ関係の支
援金ご相談。要予約。
とき／ 6月11日（土）、25日（土）10時～12時
定員／ 3名（申込順）
講師／泉正人行政書士
⑤自分史セミナー
　自分史、家族史の作り方。その他本作り
に関するご相談。参加無料。要予約。
とき／ 6月11日（土）、25日（土）13時～15時
定員／ 3名
講師／泉正人さん（森の泉出版 自分史活用
アドバイザー）
⑥アクセサリーのメンテナンス
　真珠のネックレスの糸替え・宝石などの
洗浄・指輪のサイズ直し。要予約。
とき／ 6月11日（土）13時～ 15時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
⑦タロット占い～タロットカード、西洋占星
術、手相の３つの占術で占います～
　心をリフレッシュして、新しい一歩を踏み
出そう。要予約。
とき／ 6月15日（水）13時～ 16時
定員／ 5名（申込順）

参加費／ 1500円（20分）
講師／山田小百合さん
⑧フットケア体験～足もとから美容と健康を
考える～
　爪切り（巻き爪、肥厚爪などでもOK）、角
質ケア（タコ、ウオノメのケアなど。時間内
でケアします）。ひざ下オイルマッサージ※
素足になれる服装でお越しください。傷の
ある方、足の血流の悪い方のケアはできな
い場合があります。要予約。
とき／ 6月7日（火）・21日（火）11時～
15時
定員／ 5名（申込順）
講師／ Kayoさん（フットケアセラピスト）
⑨スマートフォンの使い方相談
　基本の操作をマスターして、もっとスマホ
を楽しもう。要予約。
とき／ 6月15日（水）10時30分～ 12時
定員／ 10名（申込順）
参加費／ 100円（15分程度）
講師／水野みどりさん
⑩鍼灸＆ストレッチング～腰、肩、肉体疲労
に効果あり～
　鍼灸、横になってのストレッチどちらでも
選ぶことができます。自宅への訪問治療の
ご相談もお受けいたします。※裾のまくりや
すいズボンでお越しください。要予約。
とき／ 6月18日（土）10時30分～ 13時
定員／ 5名（申込順）
⑪笑顔いきいき体操
　健康理論と誰でも手軽にできる体操を伝
授します。要予約
とき／ 6月18日（土）13時～ 14時
定員／ 10名
参加費／ 500円
申込期限／ 6月15日（水）締切
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院院
長）
⑫パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
　家で眠っているパワーストーンのブレスレ
ットなどのゴム交換と浄化をします。しばら
く身に着けていないものでもキレイにして
あげましょう。お預かりも承ります。要予約。
とき／ 6月18日（土）13時～ 15時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 100円～
講師／ Cait・Sith　青木さん
⑬チョークアートのワークショップ～オイル
パステルを使ってブラックボードに絵を描く
新しいアートです～
　毎月新しいデザインを描くチョークアート
のワークショップです。下絵があるので、塗
り絵感覚でお楽しみいただけます。要予約。
とき／ 6月4日（土）、13日（月）10時30
分～ 12時
定員／ 5名（申込順）
講師／鷲尾歩さん（MCAティーチャーコー
ス卒業）
⑭写真整理の体験会～思い出のつまった写
真を今一度楽しみましょう～
　片付け、収納に困っている写真やアルバ
ムをお持ちください。スマホやパソコンに入
れて手元をすっきりしませんか。
とき／ 6月28日（火）10時30分～ 13時
（出入り自由）
定員／ 5名
講師／写真整理アドバイザー（フォトカス　
うえのかおりさん）
⑮アイルdeスマホ、タブレット困りごと
CAFE（家族で参加もOKです。年齢不問）
　YouTubeを観てみよう。写真を撮って送
ってみよう。自由質問コーナー（1人1人に
寄り添って一緒に解決していきます）※タブ
レット持っていないけど、体験してみたい方
はアイルのタブレットをお貸しできますので
お気軽にご相談ください。
とき／ 6月25日（土）14時～ 16時
参加費／ 500円（初回のみ）
講師／今回のCAFE店長　竹内誠裕さん・
ウエイトレス　水野みどりさん
①～⑮共通
開館時間／10時～17時　※休館日・日曜、
祝日、6月30日（棚卸のため）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

タータン＆Lainiの妊活・潤活
　タータン助産院「妊活ヨガ」皆さんで心地
よくヨガを行い、心と身体を整え、妊娠しや
すい身体づくりをしましょう。ヨガのポーズ
だけではなく、呼吸法やマントラを唱え、穏
やかな時間を一緒に過ごしましょう

　moon_room_Laini「潤う体づくり。膣ケ
アの必要性。パートナーとスキンシップにつ
いて」子宮を意識した簡単なベリー（ダンス）
ストレッチ。ベリーダンスは子宮の踊りとも
言われています。お腹ポカポカに
とき／ 6月8日（水）10時10分～ 12時
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／筆記用具、水など
定員／ 6名（先着順）要事前予約
問合せ・申込・電話／ 090-9511-7679（タ
ータン助産院）、090-7646-6534（moon_
room_Laini）

NPO法人まちづくりスポット恵み野
＊作っちゃおう！うめしごと
　梅が旬を迎えるこの時期に梅干しや梅酒
を作る「うめしごと」。五感で季節を感じさせ
てくれる手しごとしませんか？  要事前申込。
とき／ 6月10日（金）13時～ 14時
ところ／まちスポ恵み野（恵庭市恵み野里
美2-15 フレスポ恵み野内）
参加費／ 2500円（1㎏）、4000円（2㎏）
講師／阿部由美子さん（菜菜倶楽部）
持ち物／スリッパ、手を拭くタオル、エプロン
申込締切／ 6月8日（水）
問合せ・申込／まちスポ恵み野
電話／ 39-2232

サムライ塾
＊古武道教室
　古武道を通してサムライの素養の基礎を
習得するものです。ミニ講演（武士道につ
いて）、礼法、剣術、禅学（息術）、当て身（空
手）などの基礎を学びます。精神力や体力
を向上させたい方ぜひご参加ください。10
歳以上で1時間位運動可能な方。初心者大
歓迎。要事前申込。
とき／ 6月12日（日）9時～11時30分
ところ／恵庭市寿町会館2階（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
など）
申込期限／ 6月10日（金）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）

サロンおはな
①～がん患者家族遺族会～特別企画「おは
なのスワッグづくり」
　「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。
とき／ 6月12日（日）10時～、11時～
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階クッ
キングスタジオ（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
ィアは参加費無料
協働／恵庭市保健センター保健課
②依存症予防教育講座「オンラインゲーム＆
ギャンブル」
　子どもも大人も気になっているオンライ
ンゲームとギャンブル。身近な情報をお伝
えいたします。お気軽にご参加ください。参
加無料
とき／ 6月12日（日）19時～ 20時
ところ／緑と語らいの広場えにあす1階会
議室（恵庭市緑町2-1-1）
講師／ ASK認定依存症予防教育アドバイザ
ー、NPO法人おはな代表理事　石上一美
協働／恵庭市保健福祉部保健課
問合せ／ NPO法人おはな
電話／080-4044-8313（代表理事　石上）

tetteもみじ
＊親子どんぐり教室（父の日製作、リトミッ
ク）
　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／ 6月14日（火）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
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／ 6月10日（金）まで
問合せ・申込／ tetteもみじ
電話／ 090-6873-8968（岡田）

子ども体力向上プロジェクト
＊キッズ体力向上プロジェクトver恵庭～小
学校体育館でおもいっきり動こう！～
　毎日息が上がる運動をしていますか？大
きな跳び箱を登ったりジャンプしたり、ボー
ルを投げたり蹴ったりいろんなことするよ！
運動は学年ごとに行います。
とき／ 6月26日（日）①第1部 10時～11
時②第2部 11時30分～ 12時30分
ところ／恵庭市立柏小学校（恵庭市文京町
3-3-3）
対象／①第1部　幼稚園年少～年長②第2
部　小学校1～ 3年生
内容／サーキット運動、かけっこ、ボール運動
定員／各35人（先着順）
参加費／ 700円
申込方法／メールにて受付。氏名（子、保
護者、子フリガナ）、学校園名・学年、住所、
連絡先（連絡のつく電話番号）を記入してく
ださい。自動返信メールが届くので、受信
設定の確認をお願いします。
メール／ genki_eniwa@yahoo.co.jp
問合せ／子ども体力向上プロジェクト事務
局
電話／ 090-2815-8899（遠藤）

認定こども園幼稚舎えるむ
＊大きくなったね
　足形や手形をとってカードに貼り、プレゼ
ントします。身長・体重も計って親子で成長
を喜びましょう。参加無料。要事前予約
とき／ 6月28日（火）10時～ 11時
ところ／幼稚舎えるむ（恵庭市黄金北4-7-
8）
申込方法／ 6月23日（木）まで電話申し込
み
問合せ・申込／認定こども園幼稚舎えるむ
電話／ 33-0010

次回の掲載は7月1日発行のちゃんと825号です。
お楽しみに!！
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