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千歳市
ちとせ環境と緑の財団
＊令和4年度自然とのふれあい教室「巨木を
めぐるウォークラリー」
　青葉公園の巨木15本をめぐり歩きます。
樹木プレートに書かれた「ひらがな」を調べ、
解答用紙に5個以上記入すると、参加賞（子
ども向け玩具）をプレゼントします。参加無料。
実施期間／ 6月1日（水）～9月30日（金）
実施場所／青葉公園内の巨木15本
対象／親子や家族、幼稚園、認定こども園、
学童クラブ、少年団などの児童グループ　
※必ず保護者、引率者が同行してください。
参加方法／財団事務所（千歳神社入口）や
千歳市立図書館等の公共施設で解答用紙を
受け取るか、当財団のウェブサイトからダウ
ンロードしてください。提出および参加賞の
引換は、平日9時～17時に受け付けます。
その他／財団は傷害保険に加入していないの
で、保護者や引率者の責任で対応願います。
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団（千
歳市本町3-21）
電話／ 22-1117

千歳市立図書館
＊第13回読書スタンプラリー
　本を借りて、スタンプラリーを楽しもう！ 
図書館のカウンターで申し込み、スタンプラ
リー帳とおすすめ本の記入用紙をもらって
ください。すべてのスタンプを集めると、記
念品がもらえるよ！ 詳しくはお問い合わせく
ださい。
期間／ 7月1日（金）～9月30日（金） ※
定員に達し次第終了
対象・定員／小学生150人、中学生30人 
※申込順
申込方法／参加者本人が来館し、カウンタ
ーで申し込んでください。電話やブッくんで
は受付できません。
その他／スタンプの対象は、千歳市立図書
館（青葉公園内）での貸出に限ります。
問合せ／千歳市立図書館（真町2169-1）
電話／ 26-2131

ちとせ版ネウボラ
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さんのい
る保護者やそのご家族を対象に、妊娠・出
産・産後や育児に関する相談やサービス紹
介、ご家族の健康などの相談を行っていま
す。要事前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・妊
婦（いずれも栄養相談あり）】7月4日（月）・
22日（金）10時～15時　【妊婦】7月27日
（水）10時～ 15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／【こど
も・妊婦（栄養相談あり）】7月8日（金）10
時～ 12時、13時～ 14時
げんきっこセンター（新富1-2-14）／【こ
ども・妊婦】7月13日（水）10時～ 12時、
13時～ 14時
みどり台児童館（みどり台北5-3-11）／【こど
も・妊婦】7月15日（金）10時～11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・子育てコ
ンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

子育て支援メリーゴーランド
＊園開放「ふれあいルーム」
　広いホールでお子様と遊んだり、子育て
仲間と情報交換しながら楽しい時間を過ごし
ましょう。参加無料、電話にて要事前申込。
①メリー幼稚園
とき／ 7月8日（金）10時～ 11時30分
ところ／メリー幼稚園（千歳市末広5-1-6）
電話／ 23-3329
②第2メリー幼稚園
とき／ 7月8日（金）10時～ 11時30分
ところ／第2メリー幼稚園（千歳市富丘
4-13-20）
電話／ 23-5735

①②共通
定員／ 15人（初めての人を優先）
その他／自宅で検温の上、マスク着用、飲み
物持参。悪天候や新型コロナウイルス感染
拡大の状況により中止する場合があります。

寄せ植えとハンギングバスケット講
習会
　午前の部ではゼラニウムなど6株を使った
可愛い寄せ植え、午後の部ではペチュニアな
ど13株を使った大人っぽいハンギングバス
ケットフラワーを制作します。北海道花き振
興協議会および日本ハンギングバスケット協
会北海道支部が主催する、北海道の助成事
業です。制作した作品は、7月11日（月）まで
会場に飾ります。参加無料、要事前申込。
対象／ 7月11日（月）以降に、現地で作品
の引き取りが可能な方
とき・内容／ 7月9日（土）【①午前の部（寄
せ植え）】10時30分～12時 【②午後の部（ハ
ンギングバスケット）】13時30分～15時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6-3）
定員／①7組（親子参加歓迎） ②6組
持ち物／汚れても構わない服装、マスク着用
問合せ・申込／津田ちほ（日中は電話に出
られないことが多いので、EメールやFAX
をご利用願います）
申込方法／ EメールまたはFAXで「午前午
後どちらを希望するか」「氏名・連絡先」を
明記して申込
Ｅメール／ chihosan64@gmail.com
FAX／ 28-4208
電話／ 090-9523-0196

令和4年度 第1回ミナクールサロン
＊ミナクールサタデーサロン
　毎月、さまざまなテーマに沿って、ゲスト
を招いて開催します！ 7月は「縦長ガーラン
ドを作りましょ♪」。実花flowersさん指導の
もと、プリザーブドフラワーやドライフラワー
で、お部屋を彩るガーランドを作ってみませ
んか？ 製作工程は簡単なので、お子様との
参加も大歓迎！ 参加有料、要事前申込。ミナ
クールのホームページからも申込できます。
とき／ 7月16日（土）13時30分～1時間程度
定員／会場10人 ※オンライン参加も可能
です（7月12日～ 15日の間にミナクール
で制作キットを受け取り）。
参加費／ 2800円（材料費として）
申込締切／ 7月7日（木）まで
ところ・問合せ・申込／千歳市民活動交流
センターミナクール（毎週月曜日、毎月最終
金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～ 20時
30分）
Eメール／ ren-toi@minakuru.or.jp

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、炊き出し実習講習会を実施。参加
費無料、事前の申込が必要。
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）

北海道千歳高等支援学校
＊３カ所で即売会を行います
　生徒が日常の学習（作業学習）で作成した
製品の即売会を行います。木工製品（木べ
ら・おもちゃ等）、紙工製品（メモ帳）、革製
品（ネームホルダー、小銭入れ等）を販売し
ます。入場無料。
とき／ 7月12日（火）11時30分～ 14時
ところ／イオン千歳店 2階フロア、道の駅サ
ーモンパーク千歳 1階フロア、フレスポ恵み野

問合せ／北海道千歳高等支援学校
電話／ 23-6681（教頭 池田）

千歳市キッズ手話体験
　耳の聞こえない先生から、あいさつやお子
さんの名前の手話を学びます。絵本の読み
聞かせも行います。手話通訳あり。一緒に楽
しく学びましょう！ 参加無料、要事前申込。
対象／市内在住の年長～小学2年生までの
子どもと保護者
とき／ 7月24日（日）10時30分～11時30分
ところ／千歳市社会福祉協議会 会議室2・3
定員／ 5組（1家族3人程度まで）
申込期間／ 7月4日（月）～15日（金）
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 地
域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

恵庭市
恵庭市介護福祉課
＊えにわウェルカム75
　後期高齢者医療制度の説明、体力測定
（握力・歩行速度）、体組成計（筋肉量・脂
肪量など）、保健師・管理栄養士・歯科衛生
士による「75歳からの運動、食事、お口の
健康づくり」に関する講話を行います。※栄
養講話の教材として野菜350g（1日の必要
量）をプレゼント。参加無料。要事前申込
とき／ 7月8日（金）10時～ 12時
ところ／緑と語らいの広場えにあす（恵庭市
緑町2-1-1）
定員／ 25名
その他／裸足で計測する項目があるため靴
下で着脱しやすい服装。マスク、上靴持参。
参加者は健康目標に75日間チャレンジする
取り組みにエントリーでき、達成した人は達
成賞をもらうことができます。※令和4年度
中に75歳に到達する恵庭市民が対象
申込期限／ 7月6日（水）
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1209）

恵庭市花と緑・観光課
＊緑のふるさと森林公園工作体験教室（木の
ベンチ作成）
　豊かな自然環境に包まれた「緑のふるさ
と森林公園」で、工作体験教室を実施しま
す。この夏の思い出づくりに木のベンチを
作ってみよう！要事前申込
とき／ 7月17日（日）・18日（月・祝）①
10時～②13時30分～
ところ／緑のふるさと森林公園いきがいセ
ンター（恵庭市盤尻）
参加費／ 1800円
定員／各回2組（定員に達し次第締切）
持ち物／手のサイズに合った軍手（完成品
は当日お持ち帰りいただきます）
申込方法／ 7月15日（金）までに恵庭市花と
緑・観光課へ電話か直接お申込みください。
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2521）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①お野菜キッチン「しるしる」
とき／ 7月1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／ 7月3日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
③鉄道忘れ物遺失物大処分大会
とき／ 7月6日（水）～11日（月）10時～18時
ところ／ 1階センター広場
④スーパーアークス長都店「大地フーズ　焼
栗販売」
とき／ 7月7日（木）～11日（月）10時～18時
ところ／ 1階センター広場
①～④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。

コープさっぽろよろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　買い物ついでに気軽に立ち寄れる相談窓
口として“ちょこっと茶屋”を開催します。高
齢者のふれあい、生きがい、健康づくり、引
きこもり防止等。健康や介護、福祉に関す
る相談にも無料で応じます。買い物ついで
にお気軽にお立ち寄りください。参加無料。
①コープさっぽろ パセオすみよし店
とき／ 7月7日（木）10時～ 11時30分

ところ／コープさっぽろ パセオすみよし店内
イートインスペース（千歳市住吉4-14-11）
内容／健康ミニ体操を行い、会場のみんな
で脳トレクイズに挑戦します。管理栄養士の
考えた簡単なお料理レシピや脳トレクイズ
の資料も配付します。
②コープさっぽろ 向陽台店 駐車場
とき／ 7月14日（木）10時～ 11時30分
ところ／コープさっぽろ 向陽台店 駐車場
（千歳市白樺2-3）
内容／健康や介護に関する無料相談のほ
か、握力測定や脳トレクイズ、管理栄養士の
考えた簡単なお料理レシピ資料配付など。
①②共通
問合せ／千歳市社会福祉協議会 地域福祉
課 地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

産後ヨガ&おうちパンミニ講座
　ヨガのレッスン（45分間）を行った後、おう
ちパンマスター篠原りか子先生による、フラ
イパンで作るパンの講座（試食付き）を開催
します。参加有料、3日前までに要事前申込。
対象／主に産後1年以内のママさん ※産
後数年経過していてもOK
とき／ 7月8日（金）10時～ 11時30分
ところ／ studio musubi（千歳市住吉2-7-
23　2F）
参加費／ 2000円
持ち物／ヨガマット（貸出あり）、動きやすい
服装、飲み物
問合せ・申込／musubiyoga
電話／ 090-9402-0448（早崎）
Ｅメール／musubi.yoga22@gmail.com

なごみの会
　更年期の頭皮臭ケアの講座です。参加有
料。詳しくはお問い合わせください。
とき・内容／ 7月10日（日）【①頭皮ケア
講座と実践】10時～ 11時30分 【②頭皮
臭軽減アイテム作り】13時～ 15時
参加費／①2800円 ②3000円 ※セット受
講で割引有
定員／いずれも10人
ところ／千歳市北栄1丁目
問合せ・申込・電話／ 080-1863-0753（な
がせ）

デコミラー作り
　参加時はマスク着用をお願いします。詳
細はお問い合わせください。参加有料、要
事前申込。
とき／ 7月10日（日）10時30分～ 12時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6-3）
定員／ 10人
参加費／ 800円
問合せ・申込／下記番号までお電話くださ
い。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

みなカフェin千正寺
　地域の方の心地よい居場所づくりを目指
しています。小物づくりやふまねっと、簡単
な体操などをしています。飲食はできませ
んが、11時30分から軽食（おにぎり、パン、
スイーツ）の販売もします。今回は、13時
30分から和洋折衷の着付け体験を行う「よ
ろず屋Cafe」ならびに千歳音頭保存会との
コラボ企画で、浴衣や着物を着て「千歳音
頭」を踊ります。天気が良ければ屋外で行い
ます。お友達を誘って遊びに来てください。
参加無料、申込不要。
とき／ 7月14日（木）【午前の部】10時～
12時【午後の部】13時～ 15時 ※午前午
後の入れ替え制
ところ／千正寺（清水町1-14）
持ち物／エコバッグ
問合せ／千歳市南区地域包括支援センター
電話／ 080-6061-0697

ほくよう歯科クリニック
＊コロナ禍の不調を吹っ飛ばせ！～マスク生
活での口臭予防と下半身太り解消トレーニ
ング～
　コロナ禍に多いお悩み「口臭」と運動不足
による「下半身太り」。当院の歯科医師とパ
ーソナルジムディライト水澤トレーナーが、
お悩み解消を手伝います。おうちでできる
簡単トレーニングを一緒にやってみましょう！ 
参加有料、要事前申込（先着順）。
とき／ 7月15日（金）10時～ 11時30分
ところ／ほくよう歯科クリニック（千歳市北
陽6-18-3）※当日は休診・貸切
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装、ヨガマットまたは
大判タオル
その他／お子さん連れOK　※託児（無料）
は事前申込が必要です。
問合せ・申込／ほくよう歯科クリニック
電話／ 40-1818

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

7月6日（水）
7月15日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


