
2022年7月8日（金）ちゃんと 16

を対象とした軟式野球の北海道大会です。
各支部代表の25チームと開催地が推薦す
る3チームが出場。優勝チームは、8月に
神奈川県で開催される全国大会に出場しま
す。決勝戦は、7月18日（月・祝）10時30
分から、千歳市民球場で行われます。全試
合、観覧無料です。
とき／ 7月16日（土）～18日（月・祝）※雨
天の場合延期
ところ／千歳市民球場、千歳青葉球場、恵
庭公園野球場、北広島緑葉公園野球場
問合せ／千歳軟式野球連盟 第39回全日本
少年野球北海道大会事務局
電話／ 22-0776

キッズダンス体験会
　バトンをくるくる回して、キラキラのポン
ポンを使って、楽しく踊ろう！ ダンスが大好
きな子どもたち、初心者さんも大歓迎です。
参加有料、要事前申込。
①ポンポンダンス体験会 in 千歳
対象／ 4歳～年長
とき／ 7月16日（土）10時～ 10時50分
ところ／千歳市スポーツセンター ダイナッ
クスアリーナ（真町176-2）
②バトンダンス体験会 in 千歳
対象／ 5歳～小学3年生
とき／ 7月16日（土）11時～11時50分
ところ／千歳市スポーツセンター ダイナッ
クスアリーナ（真町176-2）
③バトンダンス体験会 in 恵庭島松
対象／ 5歳～小学3年生
とき／ 7月20日（水）18時30分～ 19時
20分
ところ／島松体育館（南島松389-3）
①～③共通
参加費／ 500円（1回分）
問合せ・申込／ダンスアトリエ　フェリール
電話／ 090-2423-2250

ヴァイオリン&ヴィオラ DUOコン
サート
　世界的なジャズピアニスト・作曲家・アレ
ンジャーのデヴィッド・マシューズ氏が、こ
のDUOのために書き下ろした「ヴァイオリ
ンとヴィオラの為の二重奏曲第6番」を初演
します。
メンバー／瀧本 志保（ヴァイオリン、恵庭在
住）、後藤美和子（ヴィオラ、千歳在住）
とき／ 7月16日（土）13時開場、13時30
分開演
定員／ 15人
参加費／大人2000円、小学生以下1500
円 ※1ドリンク付き
ところ・問合せ／Music Wave（千歳市北
栄2-16-15）
電話／ 090-9514-6123

フレンドリーコンサート第35回千歳
合唱祭
　合唱を愛する市内の団体が歌声を披露し
ます。千歳音楽協会が主管。入場無料、事
前申込不要。
参加団体／青葉中学校合唱部、コーラス星
の会、千歳女声合唱団、コールちとせ、コー
ラスめんどり、ちとせ混声合唱団
賛助出演／千歳ジュニアオーケストラ、千
歳吹奏楽団、千歳フィルハーモニーオーケ
ストラ
とき／ 7月18日（月・祝）14時開演（13
時30分開場）、16時終演予定
ところ／北ガス文化ホール 大ホール（北栄
2-2-11）
問合せ／千歳市教育委員会生涯学習課社会
教育係
電話／ 24-0848（平日8時45分～ 17時
15分）

古典ヨガをお寺で体験
　お寺という神聖な空間で、発祥の地インド
のヨガを始めませんか？ シニアヨガやチェ
アヨガを学び続ける講師が担当します。参
加有料、前日までに要事前申込。
とき／ 7月21日（木）、28日（木）13時～１４時
ところ／秀法寺（千歳市北信濃632-4）
参加費／ 1500円（回数券割引有）
持ち物／ヨガマット、飲料水、タオル
問合せ・申込・電話／ 080-4042-0141
（VYSYOGI加藤、ショートメール可）

ミナミナ市
①ガーデンフェスタ・プチマルシェ
　開催期間中58店が手づくり作品の展示
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（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。
とき／～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、ガーデンフェスタ北海道2022メイ
ン会場）
②えにわ花コス
　ガーデンフェスタ北海道2022開催中の
はなふるで、初のコスプレイベント開催。コ
スプレイヤーは登録締切、カメラマンは当
日登録可（10時30分～センターハウスで
受付）
とき／ 7月10日（日）11時～ 16時
ところ／花の拠点はなふる（恵庭市南島松
828-3、ガーデンフェスタ北海道2022メイ
ン会場）
③ガーデンフェスタ・パンまつり
　はなふるセンターハウス1階でパンまつり
を開催。食卓のお供のお店17店が出展予定
とき／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）
①～③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

ブックトークin島松教会第23章
zoom開催
　zoomでお好きな本を一冊持ち寄って本
の紹介をする読書会です ※今回はzoom
参加者のみの開催です
とき／ 7月9日（土）14時～ 16時（当日は
10分前zoom入室可能です）
参加費／無料（zoomに関する費用は参加
者さんの自己負担）
その他／紹介したい本を一冊ご用意ください
申込／電話にて事前にお申込みください。
zoom参加の申込アドレス等を電話にてお
知らせします。
電話／ 090-7250-4302（野原）

NPO法人陽だまりの家
①岡本書店販売会
とき／ 7月10日（日）11時～ 15時
ところ／岡本書店恵庭店（恵庭市大町2-1-1）
②第31回きものプロジェクト陽
とき／ 7月24日（日）10時～ 15時
ところ／フレスポ内特設会場（恵庭市恵み
野里美2-15）
③ミナミナ市
とき／ 7月31日（日）10時～ 15時
ところ／フレスポ内特設会場（恵庭市恵み
野里美2-15）
①～③共通
内容／夏まつり、花火大会のゆかたにぴっ
たりのカゴバッグなど夏を楽しむアイテムが
いっぱいです！参加無料。事前申込不要
問合せ／ NPO法人陽だまりの家
電話／ 39-2360（古山）

サロンおはな
①がんサロン～がん患者・家族・遺族会～
　がん種問わず、どちらの市町村からも参
加可能。患者さんや家族、遺族など同じ立
場の人が互いの悩みや不安を共有し、情報
交換する場。がん患者をサポートする様々
な事業を考え、がん検診の啓発活動も行い
ます。参加無料
とき／ 7月11日（月）10時～ 12時
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階クッ
キングスタジオ（恵庭市緑町2-1-1）
②【居場所づくり】ふれあいサロンおはな
　どなたでも参加出来ます。（引っ越してき
たばかりで友達を作りたい）（ワンオペ育児は
疲れる）（1人暮らしで寂しい）etc。参加無料
とき／ 7月16日（土）18時～ 20時
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階クッ
キングスタジオ（恵庭市緑町2-1-1）
①、②共通
問合せ／ NPO法人おはな
電話／ 080-4044-8313（代表理事　石上）

shines color
＊占います！
　2022年後半からの運命・やるべきこと・
手放す事他、迷いや悩み解消のアドバイス
をさせて頂きます。時間や金額など詳細は
お問合せください。
とき／ 7月12日（火）10時～ 16時
ところ／ミシン＆カフェ chill（京町65-2）
問合せ・申込／ミシン＆カフェ chill
電話／ 090-7645-4623

タータン＆Lainiの妊活・潤活
　タータン助産院「瞑想ヨガ」皆さんで心地
よく身体を動かし、心と身体を整え、不調の
ない身体づくりをしましょう。ヨガのポーズ
だけではなく、呼吸法やマントラを唱え、穏
やかな時間を一緒に過ごしましょう。
　moon_room_Laini「子宮の踊り」とも言
われているベリーダンス、簡単なムーブメン
トでお腹、腰を動かし普段使わない筋肉フ
ル稼働！
とき／ 7月12日（火）10時10分～12時
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター和室
（恵庭市黄金南5-11）
参加費／ 1000円
持ち物／筆記用具、お水、動きやすい服装
定員／ 5名（先着順）要事前予約
問合せ・申込・電話／ 090-9511-7679（タ
ータン助産院）、090-7646-6534（moon_
room_Laini）

恵庭ともしび
＊うたごえ in はなふる
　毎週第3木曜日、黄金ふれあいセンター
で行っているミニうたごえを、7月はガーデ
ンフェスタに合わせて「はなふる」で行いま
す。野外ですので、気兼ねなく声を出してみ
ませんか。
とき／ 7月14日(木)14時～ 15時　※雨
天時は7月21日（木）順延
ところ／はなふる　大きなカステラが焼け
る庭
参加費／無料
問合せ・電話／ 37-6255（坪松）

えにわ楽々歩こう会
＊梅花藻の道7.1㎞
とき／ 7月16日（土）9時30分
集合場所／恵み野駅西口
参加費／ 200円（保険料）
持ち物／タオル、水、帽子
問合せ・電話／ 36-7877（松尾）

歴史を楽しもう会恵庭
＊恵庭の歴史を一緒に学びませんか（学習セ
ミナー）
　知っているようで知らない恵庭の歴史。
今回は古代から近代までの恵庭や千歳の歴
史を基礎から学びます。要事前申込
とき／ 7月17日（日）10時～ 12時
ところ／島松公民館小会議室（恵庭市島松
本町3-12-20）
参加費／ 300円（資料代含む）
申込期限／ 7月16日（土）まで
持ち物／筆記具
問合せ・申込／歴史を楽しもう会恵庭
電話／ 080-4728-0020（できるだけショ
ートメールでお願いします）

クラシプラス
＊ボタニーペインティング体験会
　今月の内容は「ボタニーペインティング」
です。植物の葉っぱに絵の具を乗せて自分
好みの色を組み合わせるアート体験です。
要事前申込
とき／ 7月21日（木）①13時～②14時～

（入替制）
ところ／緑と語らいの広場えにあす（恵庭市
緑町2-1-1）
参加費／ 1000円（作品と額縁代込み）
持ち物／ウェットティッシュやお手拭き、持
ち帰り用の袋
申込期限／ 7月20日（水）まで
問合せ・申込・電話／090-2872-6409（山内）

幼稚舎えるむ
＊子育て支援「絵本にわくわく」
　大型絵本、紙芝居の読み聞かせ。本好き
の子供に育てるためのお話。参加無料。要
事前申込
とき／ 7月22日（金）10時～ 11時
ところ／幼稚舎えるむ（恵庭市黄金北4-7-8）
持ち物／お気に入りの絵本があれば1冊お
持ちください
申込締切／ 7月20日（水）までに電話申込
問合せ・申込／幼稚舎えるむ
電話／ 33-0010

ギターアンサンブルミューズミニコ
ンサート
　ポール・モーリア「オリーブの首飾り」や
日本の歌「いい日旅立ち」など良く知られた
美しい曲をギターアンサンブルで演奏しま
す。入場無料
とき／ 7月24日（日）14時開演
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室8
（恵庭市緑町2-1-1）
定員／ 100名
問合せ・電話／ 32-6101（歌住）

恵庭ものづくりフェス実行委員会
＊恵庭ものづくりフェス×ミナミナ市in千歳
レラ出展者募集
とき／ 10月9日（日）10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ（千
歳市柏台南1-2-1）
出展料／3500円（イベント自体は入場無料）
その他／出展の際のテーブルやイスは自前
でご用意ください
応募締切／出展者募集は7月17日（日）まで
申込方法／①ブランド名・屋号②作品写真
③紹介文④氏名・住所・電話番号を明記の
上、下記Ｅメールアドレスに応募ください
問合せ／恵庭ものづくりフェス実行委員会
電話／ 090-9086-6577（小西）
Ｅメール／ eniwa.mono@gmail.com

One day shop＆フリマ
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。

フリーマーケット
　家庭用品、衣類、手作り品、子ども用品な
どのフリーマーケットです（雨天中止）。
とき／ 7月10日（日）、8月21日（日）いず
れも9時～14時
ところ／ホクレンショップ東郊店前（千歳市
東郊2-7）
問合せ・電話／ 090-9432-9516（藤井）

 〒066-0047　千歳市本町3丁目21番地　公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
 ☎0123-22-1117　FAX 0123-22-1118
 URL　https://www.chitosekankyou-midori.or.jp/

応募資格 千歳市民および市内に勤務または在学している方
応募作品  千歳市内で撮影したもので1人3点まで（組写真は不可）
 ※1年以内に本人が撮影した未発表の作品に限ります。
テ ー マ  「街を彩る花や緑の風景」「花と触れ合う人」「花と子どもの笑顔」「自

宅の花や緑の魅力」「花壇や公園の風景」など
部門・サイズ  ①一般部門～「四つ切り」（ワイド不可）または「A4サイズ」の写真

プリント　②スナップ部門～「L版」の写真プリント
表彰内容  【グランプリ】各部門から1点 【金賞】各部門から2点以内

【銀賞】各部門から3点以内  【銅賞】各部門から6点以内
応募期間 9月22日（木）までに必着
応募方法  【①一般・スナップ部門共通】応募写真の裏面に応募票を貼り付

け、財団事務所に持参または郵送　【②スナップ部門のみ】応募専
用メールアドレス（photo@chitosekankyou-midori.or.jp）宛て
に必要事項を入力し、応募作品のデータ（JPEG形式、一通あたり
20MB以下）を添付して送信

そ の 他  詳細や注意事項等についてはお問合せいただくか、財団ホームペー
ジで確認してください。

ちとせ環境と緑の財団からのお知らせ

問合せ
応募先

花と緑の写真コンテスト第17回
街を彩る花や緑の風景、花と触れ合う人、花と子どもの笑顔など、

あなたがステキと感じる写真を募集します。

作 品募集


