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千歳市
ちとせ版ネウボラ
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さんのい
る保護者やそのご家族を対象に、妊娠・出
産・産後や育児に関する相談やサービス紹
介、ご家族の健康などの相談を行っていま
す。要事前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・妊
婦（いずれも栄養相談あり）】6月6日（月）・
16日（木）10時～15時　【妊婦】6月29日
（水）10時～ 15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／【こど
も・妊婦】6月18日（土）10時～ 12時
げんきっこセンター（新富1-2-14）／【こ
ども・妊婦】6月22日（水）10時～ 12時・
13時～ 14時
アリスセンター（勇舞1-1-1）／【こども・
妊婦】6月8日（水）10時～ 11時30分
しゅくばい児童館（弥生2-7-4）／【こども・
妊婦】6月24日（金）10時～ 11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・子育て
コンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業　参加者募集
中！
　運転に関するミニレクチャーやトレーニン
グ等を毎月行います。参加無料、要申込。
とき／ 6月7日（火）14時～ 15時30分
ところ／千歳市総合福祉センター 402号室
（東雲町2-34）
対象／ 65歳以上で運転免許を有する千歳
市民またはその家族
定員／ 40人（先着順） ※4・5月参加者は
申込不要です
問合せ・申込／千歳市介護予防センター（し
あわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

令和4年度 第1回ミナクールサロ
ン
＊ミナクールサタデーサロン
　毎月、さまざまなテーマに沿って、ゲスト
を招いて開催します！ 今月は「カケスさんが
唄う！千歳の自然～写真と歌とギター～」。
中原直彦さんをお迎えし、千歳の自然につ
いて、写真と歌を織り交ぜ、ご紹介いただき
ます。土曜の午後に、気軽に楽しく交流しま
しょう！　参加無料、前日までに要事前申込。
とき／ 6月18日（土）13時30分～1時間程度
定員／会場15人程度 ※オンライン参加も
歓迎です。お問い合わせください。
その他／ 9月以降のサタデーサロンのお手
伝いをしてくださる団体、個人を募集してい
ます！ 興味のある方は、ミナクールまでお
問い合わせください。
ところ・問合せ・申込／千歳市民活動交流
センターミナクール（毎週月曜日、毎月最終
金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～ 20時
30分）
Eメール／ ren-toi@minakuru.or.jp

赤十字救急法基礎講習
＊今できる事 ACTION
　傷病者の観察の仕方および一次救命処
置・心肺蘇生法・AEDを用いた除細動、気
道異物除去等救急法の基礎を学びます。い
ざというときのため、今できる事を行動に起
こしてみませんか？ 詳細はお問い合わせく
ださい。参加有料、要事前申込。

対象／満15歳以上
とき／ 6月26日（日）10時～ 16時30分
ところ／千歳市総合福祉センター 402号室
（東雲町2丁目34）
参加費／ 1500円（資材費として）
持ち物／筆記用具、伸縮性のある服装
定員／ 10人（申込順）
申込期限／ 6月16日（木）まで
その他／新型コロナウイルスの感染拡大状
況により中止する場合があります。受講前
日までに、救急法に関する動画の視聴をお
願いします（詳細は申込後に案内）。
問合せ・申込／日本赤十字社北海道支部千
歳市地区（千歳市社会福祉協議会内）
電話／ 27-2525（島津）

千歳市立図書館
＊第16回図書館まつり2022 ～楽しもう！
3つの密に気をつけて！
　7月10日（日）に、イベント盛りだくさんの
「第16回図書館まつり」を開催します。参
加無料。下記の5つのイベントは、事前に
申込みが必要です。詳細はお問い合わせく
ださい。
①折り紙教室（幼児から参加OK、子ども向け）
とき／ 9時45分～ 10時15分
ところ／ 2階会議室
定員／ 10人
②折り紙教室（高校生以上、大人向け）
とき／ 10時30分～ 11時30分
ところ／ 2階会議室
定員／ 10人
③折り紙教室（幼児以上と保護者、親子向け）
とき／ 14時～ 15時
ところ／ 2階AV室
定員／ 5組
④「まがたま」を作ろう！（どなたでも参加可能）
　自分の手で、世界に一つだけの「まがた
ま」ストラップを作ろう！ 縄文の世界を知る
お話も聞けます。
とき／ 14時～ 16時
ところ／ 2階会議室
定員／ 15人
⑤Duo in the library「運河のカモメ」
　小松崎健（ハンマーダルシマー）と浜田隆
史（ギター）のユニット「運河のカモメ」によ
る、繊細でリズミカルなデュオを心ゆくまで
楽しむ夕べ。
とき／開場18時30分、開演19時
ところ／図書館1階
定員／ 50人
①～⑤共通
申込期間／ 6月18日（土）9時30分～定
員に達し次第終了
問合せ・申込／千歳市立図書館
電話／ 26-2133

恵庭市
恵庭市教育委員会社会教育課
①えにアートギャラリー「ガーデンフェスタ
北海道2022によせて」
　花の拠点はなふる（センターハウス1階）
にて、「日本習字墨の会」がガーデンフェス
タ北海道2022（6月25日～7月24日）の
成功を願い、〝絵皿を花に見立てた書〟を展
示するものです。ご興味のある方、花の拠
点はなふるへお立ち寄りの際はぜひご覧に
なってください。また、えにアートギャラリ
ーにて展示希望の方は社会教育課までご連
絡ください。参加無料。事前申込不要
とき／ 6月4日（土）～16日（木）
ところ／花の拠点はなふるセンターハウス
1階（恵庭市南島松828-3）
問合せ・申込／恵庭市教育委員会社会教育課

電話／ 33-3131（内線1714）
②第1回～恵庭市の学校・地域をつなぐ～
コミスクかふぇ！
　恵庭市のコミュニティ・スクールに関し、
情報共有や日頃の悩み、課題について話し
合います。第1回目となる今回は、大坪直
子さん（全国体験活動ボランティア活動総
合推進センター）による講義、柏小学校の取
り組み紹介を行い、コミュニティ・スクール
全体の推進を図ります。参加無料。要事前
申込
とき／ 6月13日（月）18時～ 20時
ところ／恵庭市民会館3階中ホール（恵庭
市新町10）
申込期限／ 6月6日（月）
問合せ・申込／恵庭市教育委員会社会教育課
電話／ 33-3131（内線1711、1712）

恵庭市保健センター
　6月は食育月間です。食育とは、子どもの
頃から「食」べることに関心を持ち、健やか
な食生活や食に関心を持つこころを「育」て
ることです。食育月間に合わせて「食育講
座」と「えにわの食育展」を開催します。
（1）食育講座
とき／①6月15日（水）②6月23日（木）
※両日とも10時30分～ 11時
ところ／①子育て支援センターはくよう（恵
庭市柏陽町3-24-1）②オンラインセミナー
内容／子育て世代へ向けた栄養士・歯科衛
生士による食とお口の健康についての講座
です。テーマは「えにわの野菜で元気いっぱ
い！フレッシュえにベジ」です。
申込方法／子育て支援センターはくように
電話申込（33-0037）または恵庭市ホーム
ページの申込フォームをご利用ください
（2）えにわの食育展
とき／①6月1日～13日（月）②6月21日
（火）～ 7月15日（金）※施設の開館時間
に準ずる
ところ／①緑と語らいの広場えにあす1階
（恵庭市緑町2-1-1）②恵庭市立図書館本
館1階（恵庭市恵み野西5-10-2）
内容／保育園・学校・地域での食育活動を
紹介するパネル展示です。給食人気メニュ
ーレシピや食に関するパンフレットの配布を
します。申込不要
（1）（2）共通
問合せ／恵庭市保健センター母子保健・食
育担当
電話／ 25-5700

恵庭市介護福祉課
＊プレミアム健康度チェック
　長期間の外出制限により体力低下等気に
なることはありませんか。当日はたっぷり1
人60分かけて握力やバランス、飲み込み
等のチェックをしながら、保健師・栄養士・
歯科衛生士があなたに合った健康づくりを
応援します。参加無料。要事前申込
とき／ 6月30日（木）午前の部 9時30分
～、午後の部 13時～（1人60分程度、申
込時に時間調整させていただきます）
ところ／恵み野会館（恵庭市恵み野北2-12-2）
対象／ 65歳以上の市民
定員／ 24名
持ち物／動きやすい服装、上靴、水分補給
用の飲み物、マスク
申込期限／ 6月28日（火）まで
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1246）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①ぴありすハンドメイドマーケット
とき／ 6月4日（土）10時～ 16時、6月5
日（日）9時～16時
ところ／ 1階センター広場
問合せ・電話／ 090-7513-2161（佐藤）
②お野菜キッチン「しるしる」
とき／ 6月9日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
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。

ゆったり産後ヨガ
　骨盤底筋が気になる方、産後腰痛や肩こ

りでお悩みの方などに向けた少人数のレッ
スンです。産後から数年経過した方でも、リ
フレッシュの機会としてご参加いただけま
す。ハーブティーとおやつ付き。託児も利
用可能です。参加有料、要事前申込。
対象／主に産後1年以内のママさん ※産
後数年経過していてもOK
とき／ 6月3日、24日いずれも金曜日 10
時～ 11時
ところ／ studio musubi（千歳市住吉2-7-
23　2F）
参加費／ 1500円 ※託児代は別途
持ち物／動きやすい服装、飲み物
問合せ・申込／musubiyoga
電話／ 090-9402-0448（早崎）
Ｅメール／musubi.yoga22@gmail.com

ぴありす ハンドメイドマーケット
　2日間にわたり、ハンドメイド作家たち30
人余りの作品が展示販売されます。多種多
彩な作品をどうぞご覧ください。
とき／ 6月4日（土）10時～ 16時、6月5
日（日）9時～16時
ところ／ちとせモール センター広場（勇舞
8-1-1）
問合せ／ Piarisu企画工房
電話／ 090-7513-2161（佐藤）

キッズダンスサークルRuminos
＊千歳クラス開講記念無料体験会
　7月のサークル開講（千歳クラス）に先駆
けて、無料体験会を行います。期間中であ
れば、何度でも参加可能です。電話かショー
トメール、またはInstagram（@ruminos_
dance）DMにて要事前申込。定員に達し
次第受付終了します。
とき／①6月の毎週火曜日（小学2年生～
6年生対象）18時～ 18時55分 ②6月の
毎週土曜日（4歳～小学1年生）16時～16
時45分
ところ／花園コミュニティセンター（千歳市
花園4-2-5）
持ち物／動きやすい靴、飲み物 ※感染症対
策（不織布マスク着用、手指の消毒）をお願
いします。
問合せ・申込・電話／ 090-6262-3702（苫
米地、ショートメール可）

みなカフェin千正寺
　地域の方の心地よい居場所づくりを目指
しています。小物づくりやふまねっと、簡単
な体操などをしています。飲食はできませ
んが、11時30分から軽食の販売もします。
今回は、13時30分から消防署の方を招い
て講話を行います。参加無料、申込不要。
とき／ 6月9日（木）【午前の部】10時～
12時【午後の部】13時～ 15時 
ところ／千正寺（清水町1-14）
持ち物／エコバッグ
問合せ／千歳市南区地域包括支援センター
電話／ 080-6061-0697

千歳青年会議所 2022年度6月例会
＊だんらんでつくるエコを わかるでつなぐ省
エネを
　日常の行動の変化が環境負荷軽減につな
がることを、プレゼンテーション、講演会、
パネルディスカッションで説明します。参加
無料、前日までに要事前申込。
とき／ 6月9日（木）18時30分～ 20時
30分 ※18時受付開始
ところ／千歳商工センター 2F 大会議室（東
雲町3-2-6）
問合せ・申込・電話／090-5989-3385（鈴木）

お寺でヨガ体験会
　自然と心がリラックスするお寺で、ヨガを
はじめませんか？ キッズスペースあり。小
さなお子様連れでも参加できます。参加有
料。事前予約の方を優先します。
とき／ 6月12日（日）10時～ 11時
ところ／秀法寺（千歳市北信濃632-4）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装、ヨガマット、飲み物
問合せ・申込・電話／ 080-4042-0141（加藤）

お琴体験会
　日本の伝統楽器・お琴の音色を味わって
みませんか。近くで見て触って、音を出して
みたり、易しい曲を弾いてみましょう。今回
は「茶つみ」です。今後も月1回開催予定。
要事前申込。参加料金等、詳細はお問い合
わせください。
とき／ 6月22日（水）14時～ 15時30分

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8日（水）
6月17日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


