
2022年7月1日（金）ちゃんと 18

ちとせみんなのままカフェ
　トイトレ＝トイレトレーニングについて情報
交換を行う会を開催します。疑問や不安もみ
んなで話してシェアしましょう。参加者には、
トイトレで役立つシール台紙をプレゼントし
ます（希望者のみ）。恵庭で活動する「tette
もみじ」さん（保育士経験あり）も参加予定で
す。参加無料、当日までに要事前申込。
とき／ 7月15日（金）10時15分～ 12時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
問合せ・申込／「ちとせみんなのままカフェ」
でつながりたい
電話／ 080-6795-9994（うえの、ショート
メール可）

2台ピアノコンサート in 千歳
　小さなお子様からお年寄りまで、耳馴染み
のある曲を演奏します。2台のピアノによるダ
イナミックな演奏をお楽しみください。千歳混
声合唱団が特別出演する合唱曲もあります。
とき／ 7月16日（土）14時開演 ※13時
30分開場
ところ／北ガス文化ホール 中ホール（千歳
市北栄2-2-11）
参加費／【大人】1500円 【高校生以下】
500円 【シニア（75歳以上）】無料 【障がい
者手帳をお持ちの方】無料（付き添い1名
まで500円）
チケット販売所／北ガス文化ホール、ミナク
ール、エルム楽器千歳店、夢創館、道場ピ
アノ教室、中田ピアノ英語教室
その他／シニアの方、障がい者手帳をお持
ちの方は身分証明書をお持ちください。整
理券をお渡しします。
問合せ・申込／ラ・カントゥータ
電話／ 080-5595-9340（道場）

おやこでワクワクイベント
　参加無料。定員有、申込優先の競技が
あります。詳しくはマミクリちとせ公式LINE
（ID @208dvbxl）をご覧頂くか、お問い
合わせください。
内容・対象／①ハイハイレース（まだ歩け
ない赤ちゃんが対象） ②カタカタレース（歩
けるようになった子どもが対象。手押し車使
用） ③子どもサーキット（3歳～未就学児対
象。ハードルやフープを使用した障害物レー
ス） ④小学生レース（小学生対象の障害物レ
ース） ⑤握力大会（予約不要・勝ち抜き制） 
⑥その他イベント（大抽選会、ブース&館内
スタンプラリー、謎解き。いずれもプレゼン
トあり！ 予約不要、会場にて台紙配布）
とき／ 7月24日（日）10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール レラ
申 込 ／ マ ミ ク リ ち と せ 公 式 LINE
（@208dvbxl）
問合せ／千歳市おやこイベント実行委員会
電話／ 090-7515-5040（かん）

パチパチクラブ
＊子供のための『習字1カ月無料体験』
　書く事はとても脳を活性化する作用があ
り、集中力・思考力・観察力、コミュニケーシ
ョン力（非認知能力）を身に付ける事ができま
す！毛筆だけではなく、えんぴつ・ペン字もし
っかり行います！ 文字の読み書きの基礎も学
べ、タブレットで筆順クイズ・漢字カルタなど
楽しく覚えることがてきます。少人数制で、マ
ンツーマンで教えます！ 小学１年生から学べま
す！ 人数に達した時点で受付終了となります
〈千歳市〉とき／毎週火曜日 15時～ 18時
ところ／真々地会館（千歳市真々地1-7-7）
〈恵庭市〉とき／毎週金曜日 15時～ 18時
ところ／中島会館（恵庭市中島町4-17-14）
定員／ 5名程度
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

ナツメ堂鍼灸院
＊代謝を上げる美骨ストレッチ体験会
　筋肉と骨盤を同時に整えるだけでその場
で美しい姿勢を実感できる美骨ストレッチ。
参加者の骨盤の歪みをその場で診断し、症
状に沿ったその方だけのストレッチを体験・
指導します。限定3名（予約制、30分）。
とき／ 7月12日（火）まで
参加対象／産後の骨盤の歪み、下半身のむ
くみ、ダイエットでお困りの方
参加費／ 2000円（税別）
ところ・問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院（恵
庭市駒場町1-1-3）
電話・FAX／ 21-8988

LOG plus+（ログプラス）
　ハイセンスな作品を集めたハンドメイドイ
ベントを3連日開催します。ソフトクリーム
やオヤツにキッチンカー集合！
とき／7月1日（金）～3日（日）10時～15時
ところ／ EVER GREEN CAFE（恵庭市上
山口580番地の2）
問合せ・電話／ 080-6089-8588（カキハラ）

「麦の会」作品展
　公民館サークル活動で、はがき絵を描い
ている仲間が、俳句などを添えた作品を展
示しております。
とき／7月1日（金）～8日（金）9時30分～19
時まで（初日は10時～、最終日は15時まで）
ところ／恵庭市立図書館本館2階ギャラリー
（恵庭市恵み野西5-10-2）
問合せ／麦の会　前田
電話／ 37-1779

カワセミ観察会
　カワセミや身近な自然を探します。参加
費無料、申込不要。雨天時屋内で実施。
とき／ 7月3日（日）9時～12時
ところ／恵庭市内（集合・恵庭郷土資料館 
駐車場）
問合せ／恵庭カワセミの会　事務局
電話／ 090-1306-6357（前田）

手づくり陶器・我楽多市～歩（あら
た）窯
　マグカップ・お皿など日常使いの手づくり
陶器、酒器、花瓶、植木鉢など販売します。
数に限りがありますのでお早目にどうぞ。マ
スク着用、買い物袋持参ください
とき／ 7月3日（日）9時30分～ 15時
ところ／歩（あらた）窯（恵庭市南島松
596、花の拠点「はなふる」近く）
その他／ 7月4日（月）・5日（火）9時30
分～ 15時まで「プチ我楽多市」を開催しま
す。両日は体験教室も行っておりますので、
お気軽にお立ち寄りください。
問合せ・電話／ 090-6219-7252（坪松）

Super Summer アコースティック
ライブ in えにわ
　弾き語りライブ（6組が出演）。完全予約
制（電子チケット）です。入退場自由（構内
に授乳室あり）。
とき／ 7月3日（日）15時～ 18時
ところ／えにあす ホール（恵庭市緑町2-1-1）
参加費／ 1000円、大学生・高校生・専門
学生500円、中学生以下無料
問合せ・申込・電話／080-5118-9635（竹内）

えにわ市民プラザ・アイル
①「絵手紙作品展」～絵手紙の楽しさを誰
かに伝えたくて～
　生徒さんたちの傑作を見に来てください。
7日（木）と14日（木）は体験できます（100円）。
とき／7月5日（火）～16日（土）10時～16時
講師／坂田眞利子さん
②おうちに切り花を飾ってみよう～花のある
暮らし～
　季節の切り花を五感で楽しみながら、アレ
ンジを作ってみましょう。小さな子どもさん
も初めての方でも楽しめる、こころをゆたか
にする花育の講座です。手ぶらでOK。親子
参加歓迎。要予約
とき／ 7月9日（土）10時30分～ 12時
定員／ 5名（申込順）
申込期限／ 7月6日（水）締切
参加費／～2500円
講師／山田きみ子さん（「Amber」花のある
暮らし いのちとこころの花育講師）
③行政書士無料相談
　相続、遺言書、補助金、助成金、コロナ関
係の支援金ご相談。要予約。
とき／ 7月9日（土）、23日（土）10時～12時
定員／ 3名（申込順）
講師／泉正人行政書士
④自分史セミナー
　自分史、家族史の作り方。その他本作り
に関するご相談。要予約。参加無料
とき／ 7月9日（土）、23日（土）13時～15時
定員／ 3名
講師／泉正人さん（森の泉出版 自分史活用
アドバイザー）
⑤アクセサリーのメンテナンス
　真珠のネックレスの糸替え・宝石などの
洗浄・指輪のサイズ直し。要予約。
とき／ 7月9日（土）13時～ 15時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
⑥タロット占い～タロットカード、西洋占星
術、手相の３つの占術で占います～
　心をリフレッシュして、新しい一歩を踏み
出そう。要予約。
とき／ 7月11日（月）13時～ 16時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 1500円
講師／山田小百合さん
⑦フットケア体験～足もとから美容と健康を
考える～
　爪切り（巻き爪、肥厚爪などでもOK）、角
質ケア（タコ、ウオノメのケアなど。時間内
でケアします）。ひざ下オイルマッサージ※
素足になれる服装でお越しください。傷の
ある方、足の血流の悪い方のケアはできな
い場合があります。要予約。
とき／ 7月21日（木）11時～ 15時

定員／ 5名（申込順）
参加費／ 2000円
講師／ Kayoさん（フットケアセラピスト）
⑧スマートフォンの使い方相談
　基本の操作をマスターして、もっとスマホ
を楽しもう。要予約。
とき／ 7月13日（水）10時30分～ 12時
定員／ 10名（申込順）
参加費／ 100円（15分程度）
講師／水野みどりさん
⑨鍼灸＆ストレッチング～腰、肩、肉体疲労
に効果あり～
　鍼灸、横になってのストレッチどちらでも
選ぶことができます。自宅への訪問治療の
ご相談もお受けいたします。※裾のまくりや
すいズボンでお越しください。要予約。
とき／ 7月13日（水）10時30分～ 13時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 2980円
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院院長）
⑩笑顔いきいき体操
　健康理論と誰でも手軽にできる体操を伝
授します。要予約
とき／ 7月13日（水）13時～ 14時
定員／ 10名
参加費／ 500円
申込期限／ 7月11日（月）締切
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院院長）
⑪パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
　家で眠っているパワーストーンのブレスレ
ットなどのゴム交換と浄化をします。しばら
く身に着けていないものでもキレイにして
あげましょう。お預かりも承ります。要予約。
とき／ 7月16日（土）13時～ 15時
定員／ 5名（申込順）
参加費／ 100円～
講師／ Cait・Sith　青木さん
⑫チョークアートのワークショップ～オイル
パステルを使ってブラックボードに絵を描く
新しいアートです～
　毎月新しいデザインを描くチョークアート
のワークショップです。下絵があるので、塗
り絵感覚でお楽しみいただけます。要予約。
とき／①7月16日（土）10時30分～ 12
時②7月25日（月）10時30分～ 12時
参加費／①1500円②2000円（ボードの
製作を含む）
定員／ 5名（申込順）
講師／鷲尾歩さん（MCAティーチャーコー
ス卒業）
①～⑫共通
開館時間／10時～17時　※休館日・日曜、
祝日、7月30日（棚卸のため）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

親子おもしろ運動会
　Yoga KULAとtetteもみじのコラボイ
ベント。準備運動ではYoga KULAによる
簡単な親子ミニヨガ♪　競技はtetteもみ
じ考案の知育内容が！　プログラム、持ち
物など詳細はお問合せください。
とき／ 7月14日（木）9時30分～ 10時
45分（受付9時20分）
ところ／えにあす会議室2（恵庭市緑町
2-1-1）
参加費／ 1000円（プレゼント付）
持ち物／動きやすい服装（スカートなどは
NG）、親子共に水分補給ができるもの
定員／先着12組
問合せ・申込／ tetteもみじ
電話／ 090-6873-8968（岡田）

認定こども園島松幼稚園
＊子育て支援事業「カムカムキッズ」
　幼稚園を開放します。保育室や園庭で自
由に遊べます。就園前の親子が対象です。
先着順なので早めにお申込みください。参
加無料。要事前申込
とき／ 7月14日（木）10時～ 11時30分
ところ／認定こども園島松幼稚園（恵庭市南
島松27）
持ち物／上靴、水筒

定員／先着5組
問合せ・申込／認定こども園島松幼稚園　
藤原
電話／ 36-6655

恵庭RBパーク
＊恵み野★かがくの広場～小学生理科実験
教室～
　小学4～ 6年生のみなさんに向けた理
科実験教室です。電気がなくても光るモノ
について調べます。光るスライムづくりもあ
りますよ。夏休みの自由研究にいかがです
か？参加無料。要事前申込
とき／ 8月5日（金）①10時～11時30分
②14時～ 15時30分のどちらか1回
ところ／恵庭RBパークセンタービル（恵庭
市恵み野北3-1-1、恵庭市立図書館向かい）
定員／①②どちらも20名
持ち物／筆記用具
申込期間／ 7月4日（月）～ 15日（金）ま
でに、恵庭RBパークのホームページまたは
電話で受付。先着順で定員になり次第締切
問合せ・申込／恵庭RBパーク
電話／ 36-3113

大型施設：温風暖房機

TEL.0123-23-2419
千歳市本町２丁目6
《 受付時間 9:00～17:00 ※日曜定休》
https://takahashi-kanki.com/

大型施設：真空ボイラートイレ

ボイラー（暖房・給湯用）

一般のご家庭から店舗、学校、病院、工場等大型施設まで、

設備工事のエキスパート髙橋管機にお任せください。
給排水設備工事  給湯設備工事  冷暖房工事  空調設備工事  のことなら

次回の掲載は8月5日発行のちゃんと830号です。
お楽しみに!！


