
2022年6月24日（金） ちゃんと19

千歳市
令和4年千歳市消防職・団員訓練
市長査閲
＊消防職・団員の訓練をご覧ください
　千歳市長の査閲（確認）のもと、消防職員
と各地域で活動する消防団員が、日頃の訓
練の成果を披露します。なお、今年は大正
11年8月に「千歳消防」が創設されて100
周年の節目を迎えることから、大正時代の「腕
型ポンプ」を使用した消火活動を再現します。
ぜひご覧ください。観覧無料、申込不要。
とき／ 6月30日（木）10時～ 12時
ところ／千歳市防災学習交流センター「そ
なえーる」屋外訓練広場（北信濃631-11）
訓練内容／観閲行進、応用注水訓練、火災
防ぎょ訓練、注水訓練、展示（大正時代の
腕用ポンプを使用した消火活動を再現）、救
助・救命処置訓練
問合せ／千歳市消防本部警防課警防係
電話／ 23-0320

ちとせ切り絵ランタンコレクション
＊作品募集
　9月1日（木）～ 3日（土）に千歳市社会
福祉協議会の中庭で行われる「ちとせ切り
絵ランタンコレクション」に作品を展示しま
せんか？ 切り絵を施した紙袋ランタンで、
心も明るく照らせるようなメッセージを贈り
合いましょう。参加無料。詳しくはお問い合
わせください。
申込期間／ 7月1日（金）～8月31日（水）
申込方法／電話申込の上、定型のランタン
製作用紙袋を事務所にて配付します。自宅
等で制作し、受付期間中に、事務所まで提
出してください。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 生
活支援コーディネーター（東雲町1-11）
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市埋蔵文化財センター
＊世界文化遺産登録1周年記念「キウス周
堤墓群発掘調査現地説明会」
　現在行っているキウス周堤墓群1号周堤
墓発掘調査の様子を、学芸員の解説付きで
見学します。参加無料、要事前申込。
とき／ 7月2日（土）・3日（日）①9時～11
時15分 ②10時15分～ 12時30分 ③
13時～15時 ④14時15分～16時30分
集合場所／千歳市役所駐車場（バスで現地
まで送迎）
定員／各回20人（小学3年生以下は保護

者同伴）
持ち物／マスク、雨具、飲み物
その他／雨天時は次週に延期。体調がすぐ
れない方はご遠慮ください。開始時に検温
を行います。状況によっては変更・中止に
なる可能性があります。
申込期間／ 6月27日（月）～ 30日（木）
まで ※先着順・定員になり次第締め切り
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財センター
電話／ 24-4210（平日9時～17時）

千歳市無線赤十字奉仕団
＊防災展と炊き出し実習講習会
　千歳市内の中学生以上を対象に、防災展
示と普及DVD上映、アマチュア無線非常
通信訓練運用および通常交信の見学、災害
救護用炊飯袋を使用した炊き出し実習講習
会（市販のカレー）を行います。参加費無料、
事前の申込が必要です。
とき／ 7月10日（日）10時～ 14時
ところ／千歳市防災学習交流センター そな
えーる
持ち物／敷物、上履き
定員／ 30人（先着順、有資格者も可）
申込期限／ 7月3日（日）
問合せ・申込／千歳市無線赤十字奉仕団
電話／ 090-2876-6222（桑原委員長）

千歳市食生活改善協議会
＊食生活改善推進員（準会員）事前説明会
　当会は「私達の健康は、私達の手で」をス
ローガンに、子どもの食育教室や減塩料理
教室など、さまざまな健康づくり活動を行う
ボランティア団体です。このたび、推進員と
して一緒に活動していただける方を募集す
るため、事前説明会（希望者は活動の見学
も可）を開催します。ご興味のある方は、ぜ
ひご参加ください。
対象／食生活改善・栄養について関心のあ
る方、地域における食生活改善活動を行う
ことができる方、千歳市が開催する「養成講
座」を受講できる方
とき／ 7月13日（水）10時～ 1時間程度 
※別日程も相談可
ところ／千歳市総合福祉センター（東雲町
2-34）
定員／ 10人程度
その他／当日はマスク着用。新型コロナウ
イルス感染予防の観点から、やむを得ず中
止・変更となる場合があります。
問合せ・申込／千歳市健康づくり課健康企
画係
電話／ 24-0768（平日8時45分～ 17時
15分）

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
＊恵庭花とくらし展事業
（1）カルチャー部会による展示
　カルチャー部会（ドライフラワー、プリザ
ーブドフラワー、押し花、華道、書道、写真）
による展示会を行います。参加無料。事前
申込不要
とき／ 7月2日（土）、3日（日）9時30分
～ 17時30分
ところ／花の拠点「はなふる」センターハウ
ス（恵庭市南島松828-3）
（2）オープンガーデンバスツアー
　花の拠点「はなふる」から出発し、花でいっ
ぱいの市内の通りや商店街、個人のお庭を
巡るバスツアーを実施します。要事前申込
とき／ 7月2日（土）、3日（日）①9時30
分～ 11時30分②13時30分～ 15時30
分の2便
集合場所／花の拠点「はなふる」センターハ
ウス（恵庭市南島松828-3）
参加費／ 1000円
定員／各便17名※応募多数の場合は抽選
とさせていただきます
申込期限／ 6月30日（木）まで
（1）（2）共通
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭花のまちづくり推進会議（恵庭
市花と緑・観光課内）
＊お庭の学校
　「はなふる」のガーデンエリアのデザイナ
ーによるスペシャル講座です。ガーデニン
グが初めての方も、今よりちょっとステップ
アップしたい方も、6つの講座からお好きな
テーマを選んで受講できます。要事前申込
①「キッチンガーデンを始めよう」※
　キッチンガーデンの作り方やコツを学び
ます。野菜を使った寄せ植えの作製体験も
あります
とき／ 7月7日（木）10時～ 11時30分
講師／後藤司さん（えこりん村）、前野貴子
さん（同）
②「環境に合わせた庭づくり」
　植える場所に合わせた植物の選び方を学
びます。どんな場所にも〝お庭づくりをあき
らめないで！〟
とき／ 7月7日（木）13時～ 14時30分
講師／上野砂由紀さん（上野ファーム）
③「目指す環境に応じた土、植物選び」
　草花の選定や組み合わせ、土の選び方を
実際にガーデンを見ながら学びます
とき／ 7月7日（木）15時～ 16時30分
講師／高林初さん（イコロの森）、北村真弓
さん（同）、田辺沙知さん（同）
④「一年草を使った庭」※
　〝虹色の鳥〟を歩きながら植物選びと配置
についてお話しします。虹色のミニ寄せ植
え製作体験もあります
とき／ 7月8日（金）10時～ 11時30分
講師／土谷美紀さん（サンガーデン）
⑤「お庭をもっと楽しむコツ！」※
　ガーデンに咲く花でミニブーケを作った
り、〝大きなカステラミニパーティ〟をしなが
ら過ごして、気持ちの良いお庭のデザイン
や暮らしを豊かにするコツを学びます
とき／ 7月8日（金）13時～ 14時30分
講師／柏倉一統さん（キノ花園計画）、佐藤
未季さん（未季庭園設計事務所）
⑥「自然の風景からのインスピレーション」
　自然をいかした植物の選び方や、庭に変
化をつける「石の据付」の仕方を実演しなが
ら学びます
とき／ 7月8日（金）15時～ 16時30分
講師／新谷みどりさん（十勝千年の森）、笹
川慎太郎さん（同）
①～⑥共通
ところ／「はなふる」ガーデンエリア【大き
なカステラが焼けるお庭】（恵庭市南島松
817-18）
定員／各20名
受講料／ 1人3000円（1講座）※の講座
は作品の持ち帰り・飲食がともなうため
1000円追加となります
申込方法／下記URLまたは電話でお申込み
ください
申込期限／ 7月1日（金）まで
問合せ・申込／恵庭花のまちづくり推進会議
（恵庭市花と緑・観光課内）
電話／ 33-3131（内線2525）
UR L : h t t p s / /www . h a r p . l g . j p /
c8VCyWu2

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24日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②DELILABO「ベビーカステラ販売」
とき／ 6月25日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③日本リサイクルネットワーク北海道「フリ
ーマーケット in ちとせモール」＜雨天中止＞
とき／ 6月26日（日）9時～13時
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ／日本リサイクルネットワーク北海道
電話／ 011-632-1222
④お野菜キッチン「しるしる」
とき／ 6月26日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤千歳市生活支援体制整備事業「げんき茶
屋」
とき／ 6月28日（火）10時～ 11時30分
ところ／ 1階センター広場
⑥旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 6月29日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦燻製と檸檬Bitters「燻製サンドとレモネ
ード販売」
とき／ 6月30日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①②、④～⑦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。

トランポリン&バレトン
　ミニトランポリンで簡単な運動をして、ス
トレス発散しませんか？ バレトンは裸足で
行うフィットネス、バレエ、ヨガを組み合わ
せたエクササイズで身体全体を整えます。
参加有料、要事前申込。
とき／毎週土曜日【トランポリン（10台限
定）】16時～ 16時50分 【バレトン】17時
～ 17時50分
ところ／ゆうまいホール（勇舞4丁目11-6）
参加費／各800円
持ち物／【トランポリン】紐付き運動シュー
ズ、飲み物、タオル 【バレトン】飲み物、タ
オル
問合せ・申込・電話／090-8274-9090（西村）

デュエルマスターズカードゲーム大
会
　小学生に大人気のカードゲーム「デュエル
マスターズ」の大会を行います。カードがも
らえるじゃんけん大会もあります（参加者の
み）。参加無料、要事前申込。
とき／6月25日（土）16時15分受付開始、
16時30分スタート
対象／小学生以下
定員／ 16人（先着順）
その他／参加者はマスクの着用をお願いし
ます
ところ・問合せ・申込／博品館TOYPARK
千歳アウトレットモール・レラ店
電話／ 29-3836

北海道ノルディックウォーキングネッ
トワーク
＊ノルディックウォーキングの集い&体験講
習会 in ゆにガーデン
　初心者対象の「体験講習会」ならびに愛
好者対象の基礎レッスンを兼ねた「ノルディ
ックウォーキングの集い」を開催します。緑
あふれるゆにガーデンの中を散策しましょ
う。参加者には、レストランのランチバイキ
ング、ソフトクリーム、ユンニの湯の割引券
をプレゼント。参加有料。なるべく前日まで
にお申込ください。
講師／ JNFA（日本ノルディックフィットネス
協会）公認インストラクター
とき／ 6月、7月、8月の最終日曜日に開催 
各回11時～ 12時30分（10時30分から
受付開始）
ところ／ゆにガーデン（夕張郡由仁町伏見
134-2）
参加費／ 500円（保険料含む。小学生以下
および当会会員は無料）＋ゆにガーデン入
園料
その他／無料のレンタルポールあり（先着

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29日（水）
7月8日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

　　　　 千歳市教育委員会生涯学習課社会教育係
☎ 0123-24-0848 （8時45分～17時15分）
FAX　0123-27-3743
WEB受付URL https://www.harp.lg.jp/qxcH1YRo

千歳市教育委員会生涯学習課からのお知らせ

問合せ
申込

7月10日

令和4年度　家庭教育セミナー

数々の被災地で支援活動を行った講師が、どうやって自分と大切な人のいのちを守ったのか、そして今何が出来
るのか、被災地のリアルと生き残るための知恵を分かりやすく伝えます。手話通訳・要約筆記あり。受講無料。

対 象 千歳市内に在住または勤務・通学している方
託 児 生後6カ月～小学生（若干名） ※お子さんと一緒の受講も可能です。
日 時 7月10日（日）14時～ 16時
会 場 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）4階 大会議室
　　　　　※Zoom受講も可
講 師  かもん　まゆ 氏（スマートサプライビジョン特別講師・防災士） 

※講師はリモート参加です。
 定 員  会場受講、Zoom受講各100人（申込順）
申込方法 電話・FAX・WEBで申込（託児希望の方は電話のみ）
申込締切 7月7日（木）まで

～大切な人のいのちを守るために、今あなたが出来ること～
防災ファミリーカフェ@千歳


