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千歳市

支笏湖ビジターセンター
＊ヒグマパネル展2022 in 支笏湖
　これからの季節、アウトドアレジャーや
観光などの目的でヒグマが生息する野
山・山林を訪れる機会が多くなることか
ら、ヒグマの生態や人身被害防止等につ
いて、皆様の理解促進を図るためパネル
展を開催します。入場無料。別途駐車料
金500円が必要です。
とき／開催中～ 6月30日（木）まで　9
時～17時30分 ※最終日は15時まで
ところ／支笏湖ビジターセンター多目的室
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

千歳市市民評価会議
　市民による行政評価制度「千歳市市民
評価会議」を、次の日程で開催します。傍
聴を希望される方は、事前申込の上、会
場にお越しください。参加無料。
とき・内容／【第2回】6月20日（月）
①14時5分～ 15時30分「広域行政の
推進」②15時35分～ 17時「航空機騒
音対策及び防衛施設周辺対策の推進」【第
3回】6月23日（木）①14時5分～ 15
時30分「ごみの発生抑制とリサイクルの
推進」「適正で効率的なごみ収集・処理の
推進」②15時35分～ 17時「快適な学
校施設の整備」【第4回】6月27日（月）
①14時5分 ～ 15時30分 「アイヌ文化
の保存・継承と普及・啓発の推進」②15
時35分 ～ 17時 「水道・下水道施設の
適切な維持管理の推進」「水道・下水道事
業における災害対策の推進」【第5回】6
月30日（木）14時5分～15時30分「優
良農地の確保」②15時35分～17時「母
子保健対策の充実」
定員／各回5人（先着順）
ところ／【第2回～第4回】千歳市役所
本庁舎2階 庁議室 【第5回】千歳市役所 

第2庁舎2階 会議室5･6
問合せ・申込／千歳市企画部企画課企画
推進係
電話／ 24-0442（直通電話）

北星病院 令和4年度 第1回 健康
教室
　理学療法士が「変形性膝関節症」につ
いて講話し、身体機能チェック、自宅でき
る簡単な予防運動の紹介を行います。参
加無料、前日17時までに要事前申込。
講師／リハビリテーション科　澤野　純平
（理学療法士）
とき／ 6月23日（木）13時～ 14時（開
場は12時30分から）
ところ／北星病院 通所リハビリセンター 
2階（千歳市清流5丁目4-2）
定員／ 20人（先着順）
持ち物／上靴
問合せ・申込／北星病院 リハビリテーシ
ョン科
電話／ 24-1121（リハビリテーション科　
澤野）

2022グリーンベルトまつり
　飲食コーナーや各種露店、小型建設機
械やスカイマスター試乗体験のほか、フ
リーマーケット、ステージイベントを行い
ます。各日200人に花苗をプレゼント。
両日合わせて小学生以下合計300人に
風船をプレゼントします。詳しくはお問い
合わせください。
とき／ 6月25日（土）・26日（日）いずれ
も10時～ 16時
ところ／グリーンベルト（千代田町つどい
の広場、幸町おまつり広場）
問合せ／千歳市環境整備事業協同組合
電話／ 24-1366（平日9時～15時）

公立千歳科学技術大学
＊2022年度第1回タウントーク「デジタ
ル文化財利活用による新たな観光戦略」

　Zoomウェビナーを使用。どなたでも
参加可能です。地域連携センターウェブ
サイト【https://snc.chitose.ac.jp/】よ
り、ZoomウェビナーURLに直接アクセ
スしてください。参加無料、申込不要。
講師／浅野　正樹 氏（凸版印刷 情報コミ
ュニケーション事業本部 未来イノベーシ
ョンセンター 先端表現技術開発本部 電
脳空間総合開発部 部長）
とき／ 6月30日（木）19時～ 20時
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
定員／ 100人（先着順、定員になり次第
締切）
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時～17時）

市民協働カレッジ2022
＊テーマ「市民協働の個人力を高める」
　まちづくり活動の実務に役立つ内容を
専門講師から学ぶ講座を開催します。FP
スペース千歳および千歳市が主催。参加
無料、要事前申込。
対象／高校生以上の千歳市民（在住・在
勤・在学）、全日程に参加できる方
とき・内容／いずれも13時30分～ 16
時30分　①7月2日（土）開講式・オリ
エンテーション、講話「市民協働につい
て」、Zoom講習会 ②7月23日（土）講
話「ボランティアや市民活動とのかかわり
方」「協働事業や助成事業について」③8
月28日（日）「市民協働事業の申請書の
作り方」・グループワーク ④9月11日（日）
「アンケートの作り方」ほか ⑤10月23
日（日）「アンケートの集計の仕方」⑥11
月6日（日）「ちらしの作り方」 ⑦12月4日
（日）まとめ・閉講式
ところ／【対面形式】千歳市役所第2庁
舎 会議室5・6 【オンライン形式】Zoom
を使用して各自のパソコン等で受講 ※⑦
のみ、千歳市総合福祉センターにて全員
対面形式で実施
定員／ 16人（対面形式8人、オンライン
形式8人）※申込順
申込締切／ 6月22日（水）
問合せ・申込／千歳市企画部政策推進課
電話／ 24-0452
Eメール／seisakusuishin@city.chitose.
lg.jp

千歳アイヌ協会
＊「アイヌ文化講座」受講者募集
①アイヌ語講座（日曜日、全12回）
　アイヌ語の文法や単語、昔から伝わる
物語などを、Zoomを使用した映像授業
で学習します。講座前後の30分は講師
に質問可能です。
対象／千歳市内に住む16歳以上の方
（Zoomを使用可能な方）
とき／【各回19時30分～ 21時30分】
7月3日・24日、8月7日・21日、9月
11日・25日、10月2日・30日、11月
13日・27日、12月4日・18日
定員／ 40人（申込順）
②アイヌ古式舞踊講座（月曜日、全10回）
　アイヌ民族に伝わる「古式舞踊」を実践
して学びます。
対象／千歳市内に住む小学生以上の方
とき／【19時～ 21時】7月25日、10
月24日、1月30日、2月27日 【10時～
12時 】8月22日、9月26日、11月28
日、12月26日、1月16日、2月13日
定員／ 20人（申込順）
③アイヌ手芸講座〈初級・中級 全8回〉
　アイヌ民族に伝わる「刺しゅう」を学び
ながら、手縫いの作品を制作します。講
座前後の30分は講師に質問可能です。
内容・定員／〈初級クラス 7人〉アイヌ
文様入りのタペストリー、マスク、マスク
ケース〈中級クラス 8人〉アイヌ文様入り
のマスク、マスクケース、巾着 ※いずれ
も申込順で締切
対象／千歳市内在住の方
とき／【各回12時～15時】7月5日（火）・
10日（日）・23日（土）・30日（土）、8月
2日（火）・13日（土）・27日（土）・30日（火）
①～③共通
参加費／無料
ところ／蘭越生活館（千歳市新星1-3-7）
申込期間／ 6月15日（水）10時～定員
に達するまで

申込方法／千歳アイヌ協会まで電話もし
くはEメールで申込み。※Eメールの場
合、住所・氏名・年齢を明記してください。
その他／千歳市役所への問合せは、企画
部主幹（アイヌ政策）24-0126（直通）まで。
問合せ・申込／千歳アイヌ協会
電話／ 23-4964
Eメール／ chitose.aynu.kyoukai@gmail.com

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／ 26-2131

恵庭市

恵庭市ファミリー・サポート・セ
ンター
＊「ママをやめてもいいですか！？」映画上映
　子育てに奮闘するママと家族の歩みや
思いを綴った物語です。関心のある方は
どなたでも。上映後に感想共有の時間あ
り。参加無料
とき／①7月3日（日）13時～ 15時30
分②7月4日（月）10時～ 12時③7月
4日（月）16時30分～ 18時15分
ところ／①②恵庭市黄金ふれあいセンター
（恵庭市黄金南5-11-1）、③北海道文教
大学8号館（恵庭市黄金中央5-196-1）
その他／①②は託児あり（無料）
申込期限／ 6月30日（木）まで※定員に
なり次第受付終了
問合せ・申込／恵庭市ファミリー・サポ
ート・センター
電話／ 29-6031

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17日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 6月18日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③スーパーアークス長都店「草太郎本舗　

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22日（水）
7月1日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

sanga

（お一人様税込料金）季節のお料理
9,000円コース 〈全7品〉

20,000円コース 〈全8品〉

〈全7品〉14,000円コース

TEL 0123-26-5061　

千歳市幸町2丁目3-2

定休日/日・祝・ほか不定休 
営業時間/18:00～23:00

ご予約

ご予約は2日前までにお申し込みください
完
全
予
約
制当店はコース料理のみのご提供となります 詳細・ご予約はコチラからも


