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持ち物／筆記用具、ハンドタオル、マイ箸
申込方法／電話またはメールにて、氏名、
電話番号、アレルギーの有無、託児利用の
有無をお知らせください。
申込期限／①6月13日（月） ②7月11日（月）
問合せ・申込／ひびかもキッチン
電話／ 090-5958-7184（すやり、14時
30分以降）
Eメール／ kleinkueche662@gmail.com

ちとせみんなのままカフェ
　情報交換しませんか？ 子連れ歓迎！ おひ
とり様歓迎！ 千歳の街を楽しむため、いろん
な事おしゃべりしましょう！ キッズスペース
あります。参加無料、前日までに要申込。
とき／ 6月16日（木）10時15分～ 12時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6丁目3）
参加費／無料
問合せ・申込／「ちとせみんなのままカフェ」
でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの、ショート
メール可）

クラシプラス
＊アロマスプレー作り＆頭と目のセルフケア
　コロナ禍でマスク生活が長引き、頭や目
の周りの筋肉がこわばっている方が増えて
います。頭と目を優しくほぐすセルフケアの
講座と、お好みのアロマオイルでアロマス
プレーを作ります。ケアを覚えて、父の日の
プレゼントにも。前日までに要事前申込。参
加費等はお問い合わせください。
とき／ 6月16日（木）①13時～ ②14時
～ ※入替制
ところ／鉄東コミュニティセンター（千歳市
青葉5-8-2）
持ち物／フェイスタオル1枚
問合せ・申込・電話／ 090-2872-6409（山
内）

千歳パークゴルフ協会
＊千歳パークゴルフ協会選手権大会（ヤクル
ト杯）
　36ホールストロークプレイ。どなたでも
参加できます。参加有料、要事前申込。
とき／ 6月17日（金）9時の開会式終了後
に競技開始 ※8時30分までに受付
ところ／つばさ公園パークゴルフ場（千歳
市泉沢1007-127）
参加費／【一般】1500円 【協会員】1000円
表彰／【男子】優勝～ 5位 【女子】優勝～
3位 その他ラッキー賞、BB賞等 ※参加人
数により変動
申込締切／ 6月14日（火）
問合せ・申込／千歳リバーサイドパークゴ
ルフ場　千歳パークゴルフ協会事務局
電話／ 23-2211（事務局）、080-1883-
0278（小林）

やさしいヨガ～Oliveお子様連れ歓
迎～
　初心者歓迎です。無理なくカラダを動か
して、ココロとカラダに向き合ってみません
か？　参加有料、要事前申込。
とき／ 6月17日（金）、22日（水）いずれも
10時～ 11時
ところ／千歳市役所近隣（お問い合わせく
ださい）
参加費／初回3回券1500円でお試し頂け
ます。
持ち物／ヨガマット（なければバスタオル）、
飲み物、汗ふきタオル、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 070-8354-2065
（Olive ヤマニシ、ショートメール可）

第85回 陽だまり歌声喫茶
＊プチ沖縄気分で沖縄の唄とJuneブライド
花嫁の歌
　電話にて要事前申込。詳細はお問い合わ
せください。
とき／ 6月18日（土）13時～ 15時
ところ／千歳市総合福祉センター 4階（東
雲町2-34）
定員／40人（先着順、定員になり次第締切）
その他／茶菓のサービスはありません。マ
スク着用、入口で検温します。体温37.5度
以上の方は参加できません。市内で新型
コロナウイルス感染状況が悪化した場合に
は、中止することがあります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

アリス認定こども園
＊園開放「緑の芝生で遊びましょう！」
　こども園の紹介（教育方針や行事の説明）
と見学を行います。芝生の上で裸足になっ
て遊ぶ「お楽しみタイム」もご用意。要事前
申込、詳細はお問い合わせください。
とき／ 6月22日（水）10時～ 11時
対象／就学前のお子さんと保護者
定員／ 5組
申込期間／ 6月14日（火）、15日（水）12

時～ 15時
その他／新型コロナウイルス感染症の状況に
より、内容の変更や中止とする場合があります。
ところ・問合せ・申込／アリス認定こども園
（千歳市勇舞1-1-1）
電話／ 24-7000

千歳恵庭地域助産師会
＊妊婦さん教室
　産後ケアで、日々赤ちゃんと関わっている
開業助産師2名が、赤ちゃんにとって快適・
安心なお世話のポイントをお伝えします（抱
っこ、授乳、寝かせ方など）。産後の生活が
スムーズにスタートできるよう妊娠中から一
緒に学びませんか。赤ちゃんの身体と心の
発達のための関わりについてもお伝えしま
す。参加無料。
とき／ 6月23日（木）10時～ 11時30分
ところ／マナ助産院（千歳市みどり台南
1-7-1）
問合せ・申込／千歳恵庭地域助産師会
電話／070-3861-9538（マナ助産院　木戸）

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・シャボン玉
　園庭でスタンプラリーを楽しみませんか？ 
シャボン玉も用意しています。たくさん遊び
ましょう！ 参加無料、要事前申込。
とき／ 6月24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1-1-41）
電話／ 22-5983

ZUMBA、ストレッチ体操体験レッ
スン
　ZUMBAはラテン系の曲に合わせて踊る
楽しいダンス、ストレッチ体操はストレッチと
簡単な筋トレを行います。要事前申込。
とき／ 7月1日（金）ストレッチ体操 18時
30分～ 19時15分、ZUMBA 19時30分
～ 20時15分
ところ／東雲会館2階（千歳市東雲町1-10）
持ち物／ ZUMBA参加の方は運動シュー
ズ、ストレッチ体操参加の方はヨガマット、
水分補給用の飲み物、タオル、着替え
問合せ・申込／長谷川　フィットネス部
電話／ 090-6445-3057（長谷川）

千歳歓楽街夏まつり
＊イベント出場者募集
　カラオケ大会、ものまね大会、大声コンテ
スト、その他芸能（仮装、楽器演奏、ダンス、
得意技など）を夏まつりで披露しませんか？ 
詳しくはお問い合わせください。
出場日時／ 7月15日（金）17時45分～19時
ところ／酔い街通り（清水町2丁目）
申込方法／ 7月14日（木）までにEメール
で申込み
問合せ／千歳安心な街づくり協議会
電話／ 22-2385（白木）
Eメール／mail@v-1.jp

NPO法人恵庭市体育協会
＊えにわ総合型スポーツクラブ会員募集
　クラブ会員になると無料でどのプログラ
ムにも自由にいつからでもいつでも参加す
ることができます
とき／【毎週火曜】リラックスヨガ13時30
分～14時30分、卓球14時～16時【毎週
水曜】フィットネス10時～11時30分、スポ
ンジテニス10時～12時【毎週木曜】朝ヨガ
10時30分～11時30分、※ダイナミックス
トレッチング19時15分～20時【毎週金曜】
カラダにやさしいヨガ13時20分～ 14時
20分、※夜ヨガ19時～20時
ところ／恵庭市総合体育館（恵庭市黄金中
央5-199-2）、※印の2種目は福住屋内運
動広場（恵庭市福住町1-21-24）
参加費／入会金1000円、年会費・高校生
～65歳未満5000円、小中学生と65歳以
上3000円、恵庭市外の方10000円
持ち物／動きやすい服装、飲み物、タオル、
マスク（卓球・スポンジテニス・ダイナミッ
クストレッチング参加の方は上靴、ヨガ教室
参加の方はヨガマット）
申込方法／総合体育館券売機で入会金＋年
会費分のチケットを購入し、入会申込書に必
要事項を記入して提出※手続きの際に身分
証の提示が必要です
問合せ・申込／ NPO法人恵庭市体育協会
電話／ 21-9900

ナツメ堂鍼灸院
＊夏に向けてデトックス！よもぎ蒸し＆耳ツボ
体験会
　今回は新たにむくみと痩身に効果的な耳ツ
ボもセット。終わった後は顔から汗がかけるよ
うになり、これまでの毒素がしっかりと排出さ
れるのをぜひ実感してください（30分）
とき／ 6月17日（金）まで期間限定5名
ところ／ナツメ堂鍼灸院（恵庭市駒場町
1-1-3）
対象／ダイエット、むくみ、冷えでお困りの方

参加費／ 2000円
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話・FAX／ 21-8988

恵庭おもちゃクリニック
　おもちゃを直します。部品交換が必要な
時は説明した上で、部品代負担となること
があります。販売店・メーカーの保証期間
内の物、貴重品・骨董品・コレクション品、
自転車・モデルガン等安全性に関わるもの
は受付不可。預かったおもちゃは、翌月のク
リニック会場で返却します。交換する部品が
購入困難で修理出来ないときは事前に連絡
します。
とき／①6月11日（土）13時～ 16時②6
月27日（月）9時30分～ 12時
ところ／①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）②恵庭市生涯
学習施設かしわのもり（恵庭市大町1-5-7）
参加費／原則無料（交換部品は有料）
持ち物／マスク着用、おもちゃ本体付属品
（壊れはずれた部品、取扱説明書、入って
いた箱もあれば）
参加方法／直接会場にお越しください
その他／新型コロナウイルスの関係等によ
り休止の場合もあります
問合せ／恵庭おもちゃクリニック
電話／ 090-7058-6996（村本代表）

齋藤彰一「切り絵展」
＊恵庭の街を切り絵にしたら！！
とき／ 6月14日（火）～ 26日（日）9時
30分～ 19時※初日は10時～、最終日は
15時まで。20日（月）は休館
ところ／恵庭市立図書館本館2階展示ギャ
ラリー（恵庭市恵み野西5-10-2）
その他／来場の際はマスク着用をお願いし
ます
問合せ・電話／ 34-5150（齋藤）

Let's talk！イングリッシュ横丁の談
話室
　ふらっと、はなしてく？英語だけが流れる
時間。さあ、英語で雑談してみましょう。ゆ
る～いトピックトークをします。たまたま居
合わせた人たちと偶然行きつく話題で。英
語を勉強してるけど、使う場所がないという
方もどうぞ。これまで10～ 70代と幅広く
ご参加いただいています
とき／ 6月15日（水）10時～ 11時30分
ところ／恵庭市民会館1階市民相談室（恵
庭市新町10）
参加費／ 500円
定員／ 5名
問合せ・申込・電話／ 080-5557-2679（い
ちのへ、ショートメール可）

恵庭ともしびミニうたごえ
　歌が人と人を繋ぐ。小さな歌の灯を消し
たくないですね。一緒に歌いませんか、是
非ご参加ください。参加無料
とき／ 6月16日（木）14時30分～15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）
その他／マスク着用、スリッパ・飲み物各自
持参
問合せ・申込・電話／ 37-6255（坪松）

就業支援B型事業所グッジョブえに
わ
＊eスポーツ体験会開催
　eスポーツは老若男女、障がいの有無を
問わず楽しめるコンテンツ！eスポーツ通し
て様々な人とコミュニケーションをとってみ
ませんか？認知症予防やフレイル予防にも
良いですよ。eスポーツが好きな方、興味が
ある方ぜひご参加下さい。参加無料。要事
前予約
とき／ 6月17日（金）15時45分～ 17時
ところ／グッジョブえにわ（恵庭市恵み野北
1-5-14）
対象／どなたでも（障がい者手帳をお持ち
の方とその家族を優先）
定員／ 10名
その他／ボンバーマン、テトリス、ぷよぷ
よ、League of Legends、VALORANT、

Switchスポーツ等をプレイします
申込期限／ 6月16日（木）まで
問合せ・申込／グッジョブえにわ
電話／ 47-9312（渡邊）

えにわ楽々歩こう会
＊乾の道4.9㎞
とき／ 6月18日（土）9時30分
集合場所／島松駅
参加費／ 200円（保険料）
持ち物／タオル、水、帽子
問合せ・電話／ 36-7877（松尾）

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第120回シネマサロン例会
　世界中で最も愛され親しまれているスウ
ィングジャズの王様「グレン・ミラー物語」
（1953年、アメリカ）を鑑賞しましょう。参
加無料。
とき／ 6月18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名
参加条件／マスク着用でお気軽にお越しく
ださい
問合せ／恵み野北町内会ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

恵庭ラウンドダンス愛好会
＊ラウンドダンス無料体験講習会
　簡単なストレッチのあと、ルンバやチャチ
ャ・ワルツのリズムに合わせて踊ります。動
きやすい服装でご参加ください
とき／6月21日（火）、28日（火）、7月5日
（火）9時50分～ 11時
ところ／桜町会館（恵庭市桜町3-8-13）
持ち物／上靴、マスク、手袋
問合せ／恵庭ラウンドダンス愛好会
電話／ 090-6996-5851（竹内）

ヨガサークルジュニパーベリー
＊たまごヨガ
　たまごブロックという丸い形のブロックを使
い、無理なく身体を伸ばしたり支えたりしなが
らヨガのポーズを行います。ヨガが初めての
方にも安心して受けて頂けます。要事前申込
とき／ 6月24日（金）、30日（木）9時30
分～ 10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）
定員／各3名
参加費／ 1000円
持ち物／ヨガマット、水分補給用の飲み物、
汗拭きタオル、動きやすい服装
申込期限／レッスン日の前日まで
問合せ・申込／ヨガサークルジュニパーベ
リー（電話またはメール）
電話／ 090-5989-0608（伊原、ショートメ
ール可）
Eメ ー ル ／ juniperberry.yoga@gmail.
com

ガーデンフェスタ北海道2022サポ
ーターズクラブ
＊ガーデンヨガ
　ガーデンフェスタ北海道2022サポータ
ーズクラブのイベントです。イベントの一つ
として外ヨガを行います。
とき／ 6月25日（土）14時30分～ 16時
ところ／花の拠点「はなふる」（恵庭市南島
松828-3）
問合せ／サポーターズクラブ
電話／ 080-4048-1969（斉藤）

ポーセラーツ体験会
　12㎝×12㎝の白磁の角皿2枚に転写紙を
貼り、可愛いお皿を作成します。要事前予約
とき／ 6月25日（土）15時～ 2時間程度
ところ／カフェミモザの園（恵庭市黄金南
4-11-16）
参加費／ 3000円（茶菓付き）
定員／ 4名限定
その他／マスク着用の上ご来店ください。体
験会はお1人様1回とさせていただきます
問合せ・申込・電話／090-5955-1925（佐藤）

 千歳市 市民健康課 市民健康係　☎0123-24-0364

と き  6月11日(土）、6月19日(日)　8時45分～ 17時15分
申込方法 ・千歳市総合保健センターへ来庁
 ・健診申込専用ダイヤルへ電話（☎0123-24-0617）にて申込
 ※集団健診の日程等の詳細については、健診申込専用ダイヤル
 　にてご案内いたします。

千歳市からのお知らせ

問合せ

　平日に健診（検診）の申込みが難しい方でも、休日に集団健診申込みができます！！ 
　是非、この機会に健診（検診）をお申込みください。

休日窓口開設（集団健診申込）のご案内


