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千歳市
千歳市保健福祉部健康づくり課
＊6月は「食育月間」です
①千歳市食育月間パネル展
　食育について理解を深めていただくため、
認定こども園、学校、学校給食センター、関
係団体などの食育活動を紹介するパネルの
展示と、食育や健康づくりに関するパンフレ
ットの無料配布を行います。観覧無料。
とき／ 6月13日（月）～17日（金）9時～17時
ところ／千歳市総合福祉センター 1階（東
雲町2-34）
問合せ／千歳市保健福祉部 健康づくり課 
健康企画係
電話／ 24-0768（本多）
②こどもの食育教室
　千歳市食生活改善協議会による、食育に
ついてのお話と調理実習です。一緒におい
しいメニューを作りましょう（新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、作った料理は
持ち帰りを予定）。要事前申込。
対象／千歳市内在住の小学生
とき／ 7月9日（土）①10時～12時30分 
②14時～ 16時30分
ところ／北ガス文化ホール 2階 調理教室
定員／各回12人（申込順）
参加費／ 700円
申込期間／ 6月13日（月）～24日（金）
持ち物／エプロン、三角きん（バンダナ）、筆
記用具、手ふき用タオル、上靴、水分補給用
の飲み物、不織布マスク、体調チェックシート
その他／新型コロナウイルス感染症の状況
により、中止となる場合があります。
問合せ・申込／千歳市保健福祉部 健康づく
り課 健康企画係
電話／ 24-0768

千歳市介護予防センター
＊令和4年度 第1回 認知症サポーター養
成講座
　認知症について理解を深め、認知症の方
やそのご家族を地域で見守る認知症サポー
ターになりませんか？ 講座修了者には、認
知症サポーターの証としてキーホルダーを
プレゼント！ 参加無料、要事前申込。
とき／ 6月16日（木）18時30分～ 20時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階 会議
室1（東雲町1-11）
対象／千歳市内に在住または通勤・通学さ
れている方
定員／ 10人
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

Eメール／yoboucenter@ch i tose -
shakyo .o r . jp
＊令和4年度 ノルディックウォーキング講習会
①基礎コース
　初心者の方も安心して参加していただけ
る講習会を開催します。天気が良い日は屋
外を1～ 1.5ｋｍ歩きます。
講師／一般社団法人地域ウエルネス・ネッ
ト代表理事　福岡　永告子 氏
とき／ 6月24日（金）10時～ 11時30分
ところ／千歳市スポーツセンター（真町
176-2）
②体力アップコース
　講話を行わず、現地集合、現地解散です。
長距離（3～ 4km）を歩きます。雨天中止
（電話連絡します）。
とき／ 7月14日（木）10時～ 11時30分
ところ／千歳市スポーツセンター 駐車場
（真町176-2）
①②共通
参加費／無料
対象／ 40歳以上の千歳市民
定員／各15人
持ち物／タオル、飲み物、運動しやすい服
装、帽子、室内用運動靴（基礎コースのみ）
その他／手荷物・貴重品の預かりは行いませ
んので、ご自身で管理をお願いいたします。
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

第25回ちとせ生涯学習まちづくり
フェスティバル「ふるさとポケット」
＊実行委員（参加団体）募集
　9月25日（日）にグリーンベルトで開催す
る「ふるさとポケット」に参加する団体を募
集します。希望される方は、事務局までご連
絡ください。新型コロナウイルス感染拡大
防止に努めて開催します。
参加費／無料
申込期限／ 6月17日（金）
問合せ・申込／ふるさとポケット実行委員
会事務局（千歳市教育委員会生涯学習課内）
電話／ 24-3153

連合北海道千歳地区連合会
＊千歳地区・地域相談会「労働なんでも相談」
　千歳市内および近郊にお住まいの市民・
労働者のみなさんを対象に、仕事上のトラブ
ルや労働条件、またその他悩み事等に関し
て、専門の相談員がアドバイスします。相談は
無料です。お気軽にお問い合わせください。
とき／ 6月18日（土）10時～ 17時
ところ／ちとせ労働センター（東雲町3-1 
千歳市労働会館内）
電話／ 23-2221

フードバンク千歳
＊フードドライブ（寄付の受付）を実施します
　お家で余っている食材や生活必需品の寄
付を受け付けます。必要な方に届けるための
寄付をお願いします。参加無料、申込不要。
とき／ 6月19日（日）10時～ 17時30分
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6丁目3 アルファ千歳ビル1階）
問合せ／フードバンク千歳 すまいるはーと
電話／ 090-9754-7970（根本）

令和4年度第1回市民教養セミナー
＊ゼロカーボンシティのためのエネルギー～
省エネから再エネの活エネ、楽エネへ～
　令和4年2月7日に「千歳市ゼロカーボ
ンシティ宣言」を行ったことに伴い、脱炭素
社会の実現に向けた方策を学ぶセミナーを
開催します。当日は、中塚 茜 氏（Onde代
表、市民団体CLEANGOメンバー）による
グラフィックレコーディングが行われます。
参加無料、要事前申込。
講師／【講演】田部　豊 氏（北海道大学大
学院工学研究院教授、東京大学大学院工学
系研究科連携教授 ※併任）【企業や市民団
体の取り組み事例紹介】中村　英和 氏（デ

ンソー北海道 経営管理部安全環境担当係
長）、宮澤　智裕 氏（北海道ガス経営企画
部 経営企画グループ課長）、角谷　日花里 
氏（市民団体CLEANGO 代表）
とき／6月23日（木）18時30分～20時30分
ところ／①千歳市役所第2庁舎 1階 会議室
1・2　②オンライン（各家庭からZoom参加）
定員／①25人　②100人
その他／新型コロナウイルス感染症感染拡
大の状況により、オンラインのみの開催とな
る場合があります。
問合せ・申込／千歳市教育委員会生涯学習
課および市民環境部環境課
電話／ 24-0848
Eメール／shogaigakushu@city.chitose.
lg.jp
U R L／h t tps : / /www.ha rp . l g . jp/
Oh JnRg6 L

ちとせ環境と緑の財団
＊令和4年度都市緑化振興事業「花めぐり
見学会」
　オープンガーデン（個人庭園）やフラワーロ
ードをバスで巡るガーデンツアーを全8回の
日程で開催します。参加無料、要事前申込。
とき／①6月24日（金）9時30分～ 12時 
②6月24日（金）13時30分～ 16時 ③6
月25日（土）9時30分～ 12時 ④6月25
日（土）13時30分～16時 ⑤7月2日（土）
9時30分～ 12時 ⑥7月2日（土）13時
30分～16時 ⑦7月3日（日）9時30分～
12時 ⑧7月3日（日）13時30分～16時
集合場所／千歳市役所西口駐車場（千歳市
総合福祉センター前）
対象／千歳市民
定員／各回20人（申込順）
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団
電話／22-1117（平日8時45分～17時15分）

公立千歳科学技術大学
＊SNCちとせ研究パネル展
　公立千歳科学技術大学 地域連携センタ
ーでは、千歳市の豊かな自然を活かした持
続可能なまちづくりを目指す「スマート・ネ
イチャー・シティちとせ（SNCちとせ）構想」
をもとに、様々な取り組みを行っています。
昨年度の研究や活動内容をパネルにまと
め、関連図書とともにまちライブラリーの本
棚にさりげなく展示いたします。読書の合
間にどうぞご覧ください。観覧無料です。
とき／ 7月8日（金）～22日（金）10時～
20時 ※火曜定休、最終日は12時まで
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広6-3）
問合せ／公立千歳科学技術大学地域連携セ
ンター
電話／ 27-6192（平日9～ 17時）

恵庭市
恵庭市郷土資料館
＊歴史の道散策会
　市道恵庭線（旧旧道）沿い「漁村帷宮碑」
付近から「えにわ市民プラザ・アイル」付近
の川沿大通りまで、古い地図や写真を見な
がら徒歩で散策します。沿道にある石碑や
歴史的にゆかりのある場所について解説し
ます。参加無料
とき／ 6月11日（土）10時～ 11時30分
ところ／市役所前駐車場※9時50分まで
に集合（雨天中止）
持ち物／動きやすい服装と靴、帽子、水分
補給用の水筒など、筆記用具
問合せ／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

恵庭市花と緑・観光課
＊キッチンガーデン講習会
　庭の小さなスペースで楽しめるキッチン
ガーデンの管理方法や、野菜のおもしろ利
用方法などキッチンガーデンについての講
習会を行います。要事前申込
とき／ 6月15日（水）10時～ 12時
ところ／花の拠点「はなふる」暮らしを恵む庭
（恵庭市南島松828-3）
参加費／ 500円
その他／気候に合わせた汚れても構わない
服装でお越しください
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①K&A Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 6月10日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②富士山の銘水「ウォーターサーバーキャン
ペーン」

とき／ 6月10日（金）～14日（火）10時～19時
ところ／ 1階センター広場
③au・UQモバイル合同キャンペーン
とき／ 6月11日（土）・12日（日）10時～19時
ところ／ 1階センター広場
④研ぎ処卓～ taku～「包丁研ぎ」
とき／ 6月11日（土）・12日（日）10時～
17時 ※12日は9時から
ところ／東側出入口前
⑤道民共済「移動説明会」
とき／ 6月15日（水）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／北海道民共済生活協同組合
電話／ 011-611-2456
⑥スーパーアークス長都店「フレップ 和菓
子販売」
とき／ 6月15日（水）～ 19日（日）10時
～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑦燻製と檸檬Bitters「燻製サンドとレモネ
ード販売」
とき／ 6月16日（木）10時～ 17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。

6月 代謝をアップさせよう！
　正しい筋肉を使った歩き方を身につけて、
代謝をアップさせよう！ お尻側の筋肉を使っ
て歩くことで歩幅が広くなり、ヒップアップ
にもなります。内股歩きやガニ股歩きが気
になっている方にぜひ。詳しくはお問い合わ
せください。
①女性のみクラス
とき／毎週火曜日、木曜日（計8回、6月
16日はお休み）10時～ 11時
対象／女性のみ
参加費／ 800円
②日曜夜クラス
とき／ 6月12日・26日 19時～
対象／男女問わず
参加費／ 1200円
①②共通
ところ／東雲会館 4号室（千歳市東雲町1-10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタオル2枚
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124（カ
ミコヅル）

自力整体&ダンストレーニング
　自力整体で身体を整えたり、有酸素運動
のダンスを一緒に楽しみませんか？ 上手い
下手は関係ありません。男女10代から70
代と幅広い年齢で楽しんでいます。詳しくは
お問い合わせください。
とき／【自力整体】毎週金曜日19時～ 19
時45分 【ダンストレーニング】毎週火曜日・
土曜日19時50分～ 20時45分
ところ／花園コミュニティセンターまたは北
桜コミュニティセンター
参加費／ 500円
問合せ・申込・電話／090-6219-4383（岩筋）
※できればショートメールでご連絡ください。

ホタルの散歩道ウォーク
＊長都駅～第3工業団地～勇舞川（往復7km）
　初夏、色とりどりの自然の中を一緒に歩き
ませんか。お子様連れの参加も可能です。
参加無料。申込は不要です。
とき／ 6月11日（土）9時15分集合、9時
30分出発　※12時前後に解散予定
集合場所／ JR長都駅（千歳市上長都）
持ち物／飲料水、雨具、他各自必要と思う物
問合せ／千歳歩こう会
電話／ 090-5074-5651（結城）

なの花薬局千歳長都店　健康相談会
　骨健康度測定器を使った健康チェックや、
お薬・健康に関するご相談などに薬剤師が
お答えいたします。6月14日（火）は、管理
栄養士による栄養相談も実施。お気軽にご
相談ください。参加無料、申込不要。
とき／ 6月13日（月）～ 15日（水）10時
～ 16時 ※15日は13時まで
ところ・問合せ／なの花薬局千歳長都店（長
都駅前3丁目1-30）
電話／ 49-4193

発酵調味料で免疫力アップ！
　麹や発酵について学び、こうじ調味料を作
ってみましょう！ 託児がありますので、お子様
連れでも安心です。参加有料、要事前申込。
とき／①【塩麹】6月16日（木）10時～ 12
時 ②【甘こうじ（食べる甘酒）】7月14日（木）
10時～ 12時
ところ／ studio musubi（千歳市住吉2-7-
23　2F）
参加費／①②ともに3000円

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15日（水）
6月24日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳（流通3丁目3-12） 　駐車スペース有 利用バス：つたいバス（道内）
日帰り・宿泊バスツアー

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部恵庭有）

■定員：30名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

※契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し弊社の規定により申し受けます。
詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※全て税込です。 ※写真・イラストはイメージです。

美瑛 青い池・ファーム富田ラベンダー
後藤純男美術館 観賞・昼食 日帰り

（～8/1アウトまで）（～8/1アウトまで）

1泊お1人様（5,000円以上で）3,000円割引1泊お1人様（5,000円以上で）3,000円割引
サッポロスマイルクーポン 2,000円分付サッポロスマイルクーポン 2,000円分付

5,950円■割引後　
〈大人〉お1人様 10,950円

■割引前

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口　　
出発▶千歳7：30、恵庭8：10　帰着▶恵庭18：00頃、千歳18：30頃
食事▶1昼（「ミュゼふらの」ハンバーグランチ）付

出
発
日

どうみん割 適応（北海道クーポン 2,000円分付）

新型コロナワクチン接種証明書（道民2回・道外対象県民3回）
又はPCR等検査陰性証明・身分証の確認が必要となります。
新型コロナワクチン接種証明書（道民2回・道外対象県民3回）
又はPCR等検査陰性証明・身分証の確認が必要となります。

宿泊手配承ります。お問い合わせください。 ※予算終了次第又は感染拡大等により中止となる場合がございます。宿泊手配承ります。お問い合わせください。 ※予算終了次第又は感染拡大等により中止となる場合がございます。

この商品は北海道から
5,000円の支援を受けています。

サッポロ割

どうみん割

6/25土
真鍋庭園・十勝ヒルズガーデンめぐり
日航ノースランド中華ランチブッフェ 日帰り

8,450円■割引後　
〈大人〉お1人様 13,450円

■割引前

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口　　
出発▶千歳8：20、恵庭9：00　帰着▶恵庭18：20頃、千歳18：50頃　
食事▶1昼（北京ダックなど25周年特別メニュー）付

出
発
日
この商品は北海道から
5,000円の支援を受けています。

6/26日
寿都 殻付きかき食べ放題
道の駅めぐり 日帰り

6,950円■割引後　
〈大人〉お1人様 11,950円

■割引前

集合場所▶①千歳営業所　出発▶8：20　帰着▶16：30頃　
食事▶1昼（かき食べ放題 45分 〈牡蠣飯・牡蠣汁〉 ）付

出
発
日
この商品は北海道から
5,000円の支援を受けています。

6/29水


