ちゃんと
20 人分）
問合せ・申込／ゆにガーデン ノルディック
ウォーキングの集い係
電話／ 0123-82-2001

不登校の子を支える親の会 ぽっけ

不登校や行きしぶりなど、お子さんの事
ひとりで悩んでいませんか？ 「話すことで
心を軽く」を目的に開催しています。当日午
前中までに要申込。
とき／ 6 月 26 日（日）14 時〜 16 時
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店 2
階和室（千歳市住吉 4-14-11）
参加費／ 200 円（会場費）
問合せ・申込／不登校訪問支援カウンセラ
ー 今野
電話／ 090-5822-8798

無料健康相談

ご自宅等まで訪問し、寝たきりや転倒の予
防、体の痛み・しびれ対策を行う無料の健
康相談を実施します。スタッフは医療系国家
資格（鍼灸師）
＋ヨガインストラクターの資格
を持ち、体に関する専門的な知識を有して
おります。詳細はお問い合わせください。開
催日前日の 17 時までに要事前申込。
対象／脳梗塞の後遺症やパーキンソン病な
どの病気により歩行困難な方、リハビリが必
要だが通院困難な方
とき／ 6 月 27 日（月）
・28 日（火）
・30 日（木）
各日 10 時〜 12 時
ところ／ご自宅等まで訪問
定員／各日 2 人まで（先着順）
問合せ・申込／からだケアシンカ
電話／ 29-4542
Eメール／ k.c.shinka@gmail.com

ギャラリー左岸

＊池内智子絵本原画展
初めて自費出版した絵本「飛べないガガ
ーリン」の原画（パステル画）を展示します。
観覧無料。
とき／ 7 月 4 日（月）
・5 日（火）10 時〜 16 時
ところ／ ギャラリー 左 岸（ 千 歳 市 清 水 町
4-19-2 むつみ屋商店内）
問合せ・電話／ 090-7519-0752（池内）

まちライブラリー＠ちとせ

＊6・7 月生まれさんのたんじょうび会
年齢・性別・職業関係なく、同じ月に生
まれた人同士でお誕生日会をします。ゲー
ムをしたり、誕生月について話し合って楽し
くお祝いしませんか？ 参加無料、前日まで
に要事前申込。
とき／ 7 月 8 日（金）18 時〜 19 時 30 分
持ち物／お菓子、飲み物（お酒も OK）
ところ・問合せ・申込／まちライブラリー＠
ちとせ（千歳市末広 6-3）
電話／ 21-8530

パチパチクラブ

NPO 法人まちづくりスポット恵み野
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都市計画の決定︵原案︶の縦覧のお知らせ

︿原案の縦覧﹀
都市計画の決定
︵原案︶
の縦覧を行います︒
内容については︑
縦覧場所もし
くはホームページで閲覧できます︒
︿意見書の提出﹀
当該原案にかかる区域内の土地の所有者などで︑
原案についてご意見の
ある方は︑意見書の提出ができます︒
︿都市計画の種類﹀
都市計画地区計画の決定︵あずさ西地区︶
︿縦覧期間﹀
令和４年６月 日︵月︶
〜７月 日︵月︶︵平日の８時 分〜 時 分︶
︿縦覧場所﹀
千歳市まちづくり推進課︵本庁舎４階︶
︿意見書受付期間﹀
令和４年７月 日︵火︶
〜 日︵火︶︵平日の８時 分〜 時 分︶
※郵送の場合は同日必着︒
︿意見書提出方法﹀
住所︑氏名︑
連絡先︑意見の内容︑
理由を明記し︑
持参︑郵送︑
ＦＡＸ︑
Ｅメールのいずれかで提出︒
︿意見書提出先﹀
〒066︲8686 東雲町２丁目
千歳市企画部 まちづくり推進課 都市計画係
Ｅメール
machi@city.chitose.lg.jp

市長と教育委員会は︑地域の課題や教育のあるべき姿を共有し︑
相互に連

令和４年度第１回千歳市総合教育会議の開催について

携を図りながら︑より一層民意を反映した教育行政を推進していくため︑

30

千歳市総合教育会議を開催しています︒本年度の第１回会議を︑
次の日程

分から︵１時間 分程度︶

30

で開催しますので︑
傍聴をご希望の方は直接会場までお越しください︒

令和４年７月１日︵金︶ 時

第２庁舎２階会議室５・６
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︿開催日時﹀

︿開催場所﹀

題﹀

千歳市教育施策の令和３年度実施状況と令和４年度の主な取組

1

千歳市役所

︿議

2

特別支援教育に関する取組の推進

※傍聴者の定員は５人︵申込順︶
とさせていただきます︒
ご来場の際は︑マ

スクの着用等にご協力をお願いします︒

︿問い合わせ先﹀

＊お寺ヨガ
清らかな空間に包まれながら、一緒にヨガ

サムライ塾正道会

＊サムライ塾武道空手教室
実際の護身を目的とした空手道入門教室
です（型等はやりません）
。精神力を向上さ
せたい方、体力をつけ強くなりたい方、老若
男女を問いません。10 歳以上で 1 時間以
上運動可能な方、是非ご参加ください。初
心者用の教室です。要事前申込

２２︲８８５２

feel

珈琲きゃろっと

＊野草研究家 山下智道さんをお招きして
食べられる野草を知る、学ぶ自然観察会
全国で野草の魅力を伝える講座を多数開
催されている野草研究家の山下智道さんを
お招きして、楽しく観察し、学ぶ会を開催し
ます。是非ご参加ください。参加無料、要
事前申込
と き ／ 7 月 10 日（ 日 ）9 時 〜 11 時（8 時
30 分受付開始）
ところ／ルルマップ自然公園ふれらんど（恵
庭市西島松 275）
定員／最大 20 組 40 名（子供の人数が 20
名とさせていただきます）※子供は小学生
のみ、申込多数の場合は抽選となります
申込方法／ Eメールにて①住所②氏名（親
子とも）③生年月日（親子とも）④電話番号
⑤メールアドレスを記入の上、下記アドレス
までお申込みください
申込締切／ 6 月 30 日（木）まで
問合せ／珈琲きゃろっと
Eメール／ info2022gih@gmail.com

連合北海道恵庭地区連合

企画調整係

Yoga

tette もみじ

＊親子どんぐり教室「赤ちゃんからしっかり
五感をたっぷり刺激する感覚遊び！」
様々な感覚遊びを用意しています。触る
ことが苦手なお子さまでも嗅覚や聴覚、視
覚を楽しめますよ。色々な感覚を堪能しま
せんか？感覚遊びの後は、特別講師「ひらめ
き実践塾」の髙橋亮塾長による成長に合っ
た知育についての講座を用意しています。
0 歳から楽しめるよう工夫しております♪自
宅でできる知育遊びの質問もお気軽にご相
談ください。アレルギー等の心配がある方
は事前にご相談ください。要事前申込
とき／ 7 月 8 日（金）9 時 30 分〜 10 時 30
分（9 時 20 分受付開始）
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室 2
（恵庭市緑町 2-1-1）
参加費／ 1000 円
持ち物／感覚遊びでは直接触れて遊ぶた
め、親子それぞれ汚れても良い服装（短パ
ンや半袖など）でお願いします。その後の着
替え（必要に応じて）
、お子さまの普段の持
ち物、水分補給ができるもの
対象／ 0 〜 2 歳（通常は年齢別ですが、今
回は合同で行います）
定員／ 12 組（先着順）
申込期限／ 7 月 5 日（火）まで
問合せ・申込／ tette もみじ
電話／ 090-6873-8968（岡田）

＊恵庭地区「労働なんでも相談」
仕事上のトラブルや悩みなど、労働に関
することならどんなことでもお気軽にご相談
ください。専門の相談員がアドバイスいた
します。相談無料
とき／ 7 月 2 日（土）10 時〜 17 時
ところ／連合北海道恵庭地区連合（恵庭市
末広町 29）
問合せ／連合北海道恵庭地区連合
電話／ 33-7971

企画課

＊「北海道シャンペトルブーケ体験」
ガーデンフェスタ北海道 2022 開催中の
はなふるで、北の野原に草花がそよぐ〝北
海道シャンペトルスタイル〟のブーケを作っ
てみませんか？要事前申込
とき／ 6 月 29 日（水）13 時 30 分〜
ところ／花の拠点はなふる 暮らしを恵む
庭 集会施設（恵庭市南島松 828-3）
参加費／大人 3500 円、小学生 2000 円、
未就学児童 1000 円
講師／持田優子さん（gentle tree）
申込締切／ 6 月 28 日（火）まで
問合せ・申込／まちスポ恵み野
電話／ 39-2232

ヨガサークル breath

２４︲０４３９ ＦＡＸ

①ガーデンフェスタ・プチマルシェ
ガーデンフェスタ期間中 58 店が、手作り
作品の展示販売やワークショップを行います。
センターハウス
（屋内）は毎日 5 店
（6 月 26、
7 月2、3、9、10、12、13、17日は休み）
、テン
トブースは平日のみ毎日 2 店が出展予定。作
り手たちの個性豊かな作品をご覧ください。
とき ／ 6 月 25 日（ 土 ）〜 7 月 24 日（ 日 ）
9 時 30 分〜 17 時（センターハウス）
、9 時
30 分〜 17 時 30 分（テントブース）
ところ／花の拠点はなふる（恵庭市南島松
828-3、道と川の駅花ロードえにわ裏）

moon̲room̲Laini

＊大切な舌のお話
マスクの下で口周りの筋肉緩んでいませ
んか？ 口角キュッとあがりますか？ 舌を動か
していますか？ 舌はカラダの内部に関わる
とても重要な役割を持っています。食いしば
り、舌が出しづらい、イビキ、ほうれい線、二
重あご、妊娠中、妊活中、認知症予防など一
つでも気になるワードがある方はぜひお待
ちしております。年齢不問。要事前申込
とき／ 6 月 29 日（水）11 時〜 12 時 30 分
ところ／カフェ幹（夕張郡由仁町光栄 298）
※大正時代の古民家カフェ
参加費／ 1000 円（その他ワンドリンク以上
のご注文をお願いします）
持ち物／筆記用具など
申込期限／前日までにお申込みください
問合せ・申込／ moon̲room̲Laini 山口
電話／ 090-7646-6534

カフェミモザの園

＊アロマフェアー inミモザの園
南仏のオーガニックアロマを体感してみ
ませんか？フランス政府認定アロマテラピ
ー協会 AMIS-AROMA 認定のアドバイザ
ーたちが集まり、さまざまな手作り雑貨を
用意してマルシェを開催します。お気軽に
お越しください。参加無料。事前申込不要
とき／ 7 月 5 日（ 火 ）10 時 30 分 〜 15
時 30 分
ところ／カフェミモザの園（恵庭市黄金
南 4-11-16）
問合せ／カフェミモザの園
電話／ 25-8028

＊ヨガセラピー
①乳がん経験者のためのヨガ
無理のない範囲で少しずつ体をほぐし、心
にも優しい時間を過ごしましょう。インストラ
クターも乳がん・子宮頸がん経験者です。お
気軽にお問い合わせください。要事前申込
とき／ 7 月 9 日（土）
・23 日（土）10 時 30
分〜 11 時 45 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室 2
（恵庭市緑町 2-1-1）
対象／乳がん患者さん・その家族・友人等（そ
の他のがん種の方も参加可能、女性限定）
②シニアヨガ
膝や腰に不調のある方・体力に自信のな
い方でも、椅子やタオルを使用して無理の
ない範囲で体を動かし、体力の維持・向上
を目指しましょう！
とき／ 7 月1日
（金）
、8日
（金）
、15日
（金）
、22
日
（金）
、29 日
（金）
10 時 30 分〜 11時 30 分
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり
会議室（恵庭市大町 1-5-7）
対象／ 60 歳以上の方
③やさしい椅子ヨガ
きついポーズや激しい動きはありません。
ヨガが初めての方や身体がかたい方、運動
が苦手な方、心身に不調のある方もご参加
頂ける椅子を使用したヨガです。
とき／ 7 月 2 日（土）
、16 日（土）
、30 日（土）
10 時 30 分〜 11 時 30 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室 2
（恵庭市緑町 2-1-1）
対象／どなたでも
①〜③共通
参加費／ 700 円（初回体験無料・回数券購
入で 600 円）
持ち物／裸足になれるジャージ等の動きや
すい服装、あればヨガマット（無料貸出あ
り）
、長めのタオル、飲み物
申込期限／前日まで要申込（キャンセルは
当日でも可。キャンセル料は一切かかりま
せん）
問 合 せ・申 込 ／日本ヨガメディカル 協 会
認定ヨガセラピスト 吉田直子
電話／ 090-1641-6933（ショートメール可）

千歳市役所企画部

ミナミナ市

歴史を楽しもう会恵庭

＊歴史セミナー「書籍からたどる北海道の
歴史」
北海道にゆかりのある小説家子母澤寛や
本庄睦男などの作品や先人の体験談などを
通して北海道の歴史について考えます。ま
だ読んでいない方も大歓迎です
とき／ 6 月 26 日（日）13 時〜 15 時
ところ／恵庭 RB パーク3 階会議室（恵庭市
恵み野北 3-1-1）
参加費／ 500 円
（資料代。会員の方は無料）
持ち物／筆記用具
問合せ／歴史を楽しもう会恵庭
電話／ 080-4728-0020（ショートメール
でお願いします）
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とき／ 7 月 3 日（日）9 時 30 分〜 12 時
ところ／恵庭市寿町会館（恵庭市島松寿町
2-24-3）
参加費／ 500 円
持ち物／運動可能な服装、タオル等
問合せ・申込／サムライ塾正道会
電話／ 080-4728-0020（できるだけショ
ートメールでお願いします）

をしませんか？ゆったりとした呼吸と動きで
心身ともにリラックスしましょう♪どなたで
もご参加いただけるやさしいレッスンです。
要事前申込
とき／ 7 月 1 日（金）
・15 日（金）10 時 30
分〜 11 時 30 分
ところ／大安寺（恵庭市大町 4-2-25）
参加費／初回体験 500 円（通常 700 円）
持ち物／ヨガマット、飲み物、フェイスタオ
ル、ブランケット、動きやすい服装（素足に
なれる準備をお願いします）
申込期限／レッスン日の前日まで
問合せ・申込／ Yoga feel（コウヅチ）
電話／ 090-1303-3552（ショートメール可）

電話

＊そろばん 1 カ月無料体験会
そろばんの楽しさを体験してみよう！15 名
限定の少人数制。無料体験中は講師とほぼ
マンツーマンなので安心してくださいね。※
大好評のオンラインそろばんも月・水・木曜
日に行っております。教室と変わらず少人数
制で通わず自宅で受けられます。
「パチパチ
クラブ」で検索してください。要事前申込
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵み野・
恵み野北の各町内会館、恵庭市民会館、黄
金ふれあいセンター、島松公民館、桜町団
地集会所、緑と語らいの広場えにあす【千
歳市】ゆうまいホール、あずさ・北栄南・花
園・みどり台南・幸福の各町内会館、祝梅
コミュニティセンター、コープさっぽろパセ
オすみよし店、真々地会館
対象／数字の読み書きが出来れば年中・年
長さんからでも大丈夫です
定員／各教室若干名
申込期限／定員になり次第締切
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

②日本茶カフェでおもてなし
緑茶、烏龍茶、紅茶など様々な日本のお茶
をご用意します。伝統的な茶揉みの実演・茶
席もあります。日本茶インストラクターの淹
れる美味しい日本茶を飲みに来てください。
とき／ 6 月 25 日（土）
・26 日（日）9 時 30
分〜 17 時 30 分
ところ／花の拠点はなふる内 暮らしを恵む
庭 （恵庭市南島松 828-3、道と川の駅花ロ
ードえにわ裏）
料金／【茶席】手揉み茶（和三盆付）500 円
【テイクアウト】お茶各種：ホット300 円、
アイス 350 円
③ガーデンフェスタ・パンまつり
ガーデンフェスタメイン会場となる「はな
ふる」のセンターハウス 1 階で、期間中 2 回
のパンまつりを開 催。6 月 26 日は 18 店、
7 月 17 日は 17 店のパンやおやつ、コーヒ
ーやピクルスなど食卓のお供の店が出店予
定。お好きな味をぜひ探しに来てください。
とき／ 6 月 26 日（日）
、7 月 17 日（日）9 時
30 分〜 17 時（売り切れ次第終了）
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、道と川の駅花
ロードえにわ裏）
④キッチンカーフェスｉ
ｎフレスポ恵み野
毎月恒例フレスポ恵み野のキッチンカーフ
ェスに、今月は 19 台がやってきます。ランチ
におやつに晩ご飯のおかずにぜひご利用くだ
さい。※飲食スペースは用意していません。
とき／ 6 月 26 日（日）10 時〜 17 時
ところ／フレスポ恵み野駐車場（恵庭市恵
み野里美 2-15）
①〜④共通
その他／マスク着用等、新型コロナウイル
ス感染拡大予防にご協力ください。当日体
調の悪い方は来場をお控えください※新型
コロナウイルス感染拡大状況により、日程
が延期・中止となる場合があります
問合せ・電話／ 090-8659-9032
（ヤマグチ）
Ｅメール／ minamina-ichi@hotmail.com

2022 年 6 月 24 日（金）

