
2022年7月8日（金） ちゃんと17

千歳市
千歳市 企画部 企画課 企画推進係
＊令和4年度市民意識調査を実施します
　この調査は、令和3年度を始期とする「第
7期総合計画（計画期間：10年間）」の推進
にあたり、市民ニーズを一層的確に把握す
るために実施します。
対象／市内居住の18歳以上の方　2000人
（無作為抽出）
調査方法／調査票の郵送
締切／ 7月20日（水）
その他／職員が訪問や電話で聞き取りを行
うことはありません。
問合せ／千歳市 企画部 企画課 企画推進係
電話／ 24-0442

千歳市立図書館
＊第16回図書館まつり2022 ～楽しもう！
3つの密に気をつけて！
　7月10日（日）9時30分から開催します。
事前申込不要で楽しめるイベントを紹介し
ます。
①第34回合同おはなし会（どなたでもOK）
　図書館で活躍しているおはなし会グルー
プが大集合！ 大型絵本やペーパーショーな
ど楽しいおはなしがいっぱい。
とき／ 10時30分～ 11時30分
ところ／ 2階AV室
定員／ 40人
②おばけをさがそう！（子ども向け）
　館内に隠れているおばけをさがそう。
とき・定員／ 9時30分～ 12時（11時
30分まで受付、定員70人）、14時～16時
（15時30分まで受付、定員30人）
③クロスワードに挑戦！（大人向け）
　図書館でレッツ脳トレ！
とき／ 9時30分～定員になり次第終了
ところ／参考図書コーナー
定員／ 50人
④まちがいさがし わかるかな？（子ども向け）
　ぜんぶみつけられるかな？
とき／ 9時30分～定員になり次第終了
ところ／参考図書コーナー
定員／ 50人
①～④共通
問合せ／千歳市立図書館
電話／ 26-2131

千歳市立図書館
＊「本を読んでファイターズを応援しよう!」
キャンペーン
　夏季休暇前後の小学生の読書習慣を応
援する取り組みとして実施します。7月11日
（月）から申込んでいただき、指定の読書冊
数をクリアするとファイターズロゴ入りシャ
ープペンシルを1本プレゼントします（9月
15日以降千歳市立図書館で受け取り）。さ
らに希望者には9月に札幌ドームで行われ
る試合にご招待！（数には限りがございます）
申込期間／ 7月11日（月）～7月31日（日）
読書期間／ 7月26日（火）～8月27日（土）
読書冊数／小学1年生～2年生10冊、小学3
年生～4年生8冊、小学5年生～6年生6冊
申込方法／申込ページからお申込みくださ
い。
申 込 ペ ー ジ ／ https://form.fighters.
co.jp/2022dokusho_kids/
問合せ／北海道日本ハムファイターズ お客
様センター
電話／ 0570-005-586

アリス認定こども園
＊園開放「認定こども園ってどんなところ？」
　こども園の紹介（教育方針や行事の説明）
と見学を行います。芝生の上で遊ぶ「お楽し
みタイム」もご用意。要事前申込、詳細はお
問い合わせください。

とき／ 7月14日（木）10時～ 11時
対象／就学前のお子さんと保護者
定員／ 10組
申込期間／ 7月11日（月）・12日（火）12時
～15時
その他／新型コロナウイルス感染症の状況
により、内容の変更や中止とする場合があり
ます。
ところ・問合せ・申込／アリス認定こども園
（千歳市勇舞1-1-1）
電話／ 24-7000

フードバンク千歳
＊フードドライブ（寄付の受付）を実施します
　お家で余っている食材や生活必需品の寄
付を受け付けます。必要な方に届けるための
寄付をお願いします。参加無料、申込不要。
とき／ 7月17日（日）10時～ 17時30分
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広6丁目3）
問合せ／フードバンク千歳 すまいるはーと
電話／ 090-9754-7970（根本）

赤十字救急法基礎講習
＊今できる事 ACTION
　傷病者の観察の仕方および一次救命処
置・心肺蘇生法・AEDを用いた除細動、気
道異物除去等救急法の基礎を学びます。い
ざというときのため、今できる事を行動に起
こしてみませんか？ 詳細はお問い合わせく
ださい。参加有料、要事前申込。
対象／満15歳以上
とき／ 7月30日（土）10時～ 16時30分
ところ／千歳市総合福祉センター 402号室
（東雲町2丁目34）
参加費／ 1500円（資材費）
持ち物／筆記用具、伸縮性のある服装
定員／ 10人（申込順）
申込期限／ 7月20日（水）まで
その他／新型コロナウイルスの感染拡大状
況により中止する場合があります。受講前
日までに、救急法に関する動画の視聴をお
願いします（詳細は申込後に案内）。
問合せ・申込／日本赤十字社北海道支部千
歳市地区（千歳市社会福祉協議会内）
電話／ 27-2525（島津）

千産地消マップツアー
　市の多目的バスで千歳市の農村地域を訪
れ、収穫体験（ブルーベリー）や直売所巡り、
加工（調理）体験を行います。参加有料、要
事前申込。
とき／ 8月6日（土）9時30分～ 15時30
分 ※9時20分までに集合
集合場所／千歳市役所駐車場
定員／ 20人（申込順）
参加費／大人2000円、小学生1000円、3
歳～小学生未満500円 ※当日集金。入園
料および体験料、昼食代、保険代を含みま
す。直売所での購入や、摘み取ったブルーベ
リーの持ち帰りは別途個人負担となります。
申込期間／ 7月11日（月）～22日（金）
問合せ・申込／千歳市グリーン・ツーリズ
ム連絡協議会事務局（千歳市観光スポーツ
部交流推進課内）
電話／ 24-3185（平日9時～17時）

千歳市保健福祉部健康づくり課
＊介護食料理講習会～介護食について知ろ
う～
　千歳市食生活改善協議会による、介護食
についてのお話と調理実習です。低栄養予
防のポイントや、食べやすい・飲み込みや
すい調理の工夫についてお話しします。新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、作
った料理は持ち帰りを予定。要事前申込。
対象／千歳市民
とき／ 8月10日（水）10時～ 12時30分

ところ／北ガス文化ホール 2階 調理教室
定員／ 16人
参加費／ 1000円
申込期間／ 7月11日（月）～25日（月）
持ち物／エプロン、三角きん、ふきん、筆記
用具、上靴、飲み物、体調チェックシート
その他／新型コロナウイルス感染症の状況
により、中止となる場合があります。
問合せ・申込／千歳市保健福祉部 健康づく
り課 健康企画係
電話／ 24-0768

まちライブラリー＠ちとせ
＊本の巣箱グランプリ
　「ちとせまちライブラリーブックフェスタ
2022」開催期間中、約4m四方の敷地に
自作の「本の巣箱」を持ち寄り、「小さな図
書館」をセッティングします。来場者や関係
者により採点が行われ、グランプリは賞金
10万円。詳細は、facebookイベントページ
「本の巣箱グランプリ」または広報ちとせ7
月号タウンガイド掲載の２次元コードからご
確認ください。
とき／ 9月2日（金）13時～ 9月4日（日）
14時まで
ところ／グリーンベルト 栄町緑の広場（千
歳市民ギャラリー隣）
申込方法／ 7月20日（水）までに、Ｅメール
やfacebookで出展意思を表明してくださ
い。8月21日（日）までに本申込（申込書を
Eメールで提出）をお願いします。
Eメール／ y5103d@gmail.com
電話／ 090-9759-6713（後藤）

恵庭市
恵庭商工会議所
＊合同企業説明会
　当商議所会員企業約30社が集合し、恵
庭市内で働きたい方全てを対象に開催！参
加無料
とき／ 7月21日（木）10時～ 15時
ところ／恵庭市民会館3階中ホール（恵庭
市新町10）
問合せ／恵庭商工会議所
電話／ 34-1111

恵庭市郷土資料館
＊ウポポイへ行こう！
とき／ 7月24日（日）8時50分～ 16時
集合場所／恵庭市役所前（8時50分集合
厳守）
対象／恵庭市内在住または市内の学校に通
う小学生～大学生・専門学校生※①小学3
年生以下は要保護者同伴②参加者の保護者
は同伴可③大人のみの参加は受け付けてお
りません
参加費／中学生以下は無料、高校生は入館
料600円、一般は入館料1200円（特別展
観覧料等は別途）
持ち物／昼食、飲み物等（フードコート等で
の飲食も可能）
定員／ 25名（先着順）
申込期間／ 7月20日（水）まで
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

恵庭市朗読赤十字奉仕団
＊新人講習音訳ボランティア募集
　視覚障がい者のための「声の広報」作成
などのＣＤ録音をしています。興味がある方
はぜひ！要事前申込
とき／ 8月24日（水）～9月28日（水）の
毎週水曜日13時30分～ 15時30分
ところ／恵庭市立図書館本館（恵庭市恵み
野西5-10-2）
対象／全6回の講習会に参加でき、受講後
に恵庭市朗読赤十字奉仕団へ入団して活動
を続けられる方
参加費／ 500円（教材費・保険代）
申込期限／ 8月10日（水）まで
問合せ・申込／恵庭市朗読赤十字奉仕団
電話／ 33-4440（武田）

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8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10日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
③富士山の銘水「ウォーターサーバーキャン

ペーン」
とき／ 7月12日（火）・13日（水）10時～19時
ところ／ 1階センター広場
④スーパーアークス長都店「草太郎本舗　
和菓子販売」
とき／ 7月14日（木）～17日（日）10時～
17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。

おさがり回収
　9月1日（木）に千歳アウトレットモール・
レラで開催予定の「おさがり交換会」に向け
て、千歳市内3カ所で無料のおさがり回収
を実施しています。新生児～150サイズま
での子ども服等（下着は対象外）を、回収場
所までお持ちください。
回収期限／ 8月31日（水）まで
回収場所／①千歳アウトレットモール・レ
ラ　インフォメーション（10時～ 19時、期
間中無休）　②ダスキン豊里支店（平日10
時～ 16時） ③げんきっこセンター（平日9
時30分～ 17時）
その他／サイズごとに袋を分けて頂けると
助かります。8月22日（月）より、おさがり
交換会の参加申込を開始。詳しくは当団体
のブログをご覧ください。
問合せ／相互支援団体かえりん ちとせ支部
電話／ 090-7840-3277

JAZZライブ＆ペットグッズリサイク
ル市
　千歳在住のミュージシャンによるJAZZ
ライブと、ペット用品等のリサイクル市。長
沼町の動物保護団体「しっぽの会」協力で
す。参加無料、申込不要。
とき／ 7月10日（日）11時～ 16時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1-15）
問合せ／千歳JAZZ倶楽部
電話／ 090-9524-6337

ギャラリー左岸
＊竹中志門 作品展「heavenly」
　水彩・油彩画、版画計十数点を展示しま
す。観覧無料。
とき／ 7月11日（月）～ 31日（日）11時
～ 17時 ※日曜定休（31日はOPEN）
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／ 23-3363（むつみや商店）

写真整理とアルバムカフェの会
＊アルバム、プリント写真を整理して手元す
っきり！
　プリント写真やアルバムをお持ちくださ
い。写真整理の方法のひとつ「デジタル化」
体験ができます。劣化防止、断捨離、スマ
ホPCで管理可能になります。前日までに要
予約。料金は申込時にお知らせします。
とき／①7月13日（水）10時～ 12時 ②7
月14日（木）11時～ 13時
ところ／①泉沢向陽台コミュニティセンター
（千歳市里美2-9-2） ②東雲会館（千歳市
東雲町1-10）
持ち物／筆記用具、マスク、アルバムや写真。
その他／日程変更、中止の場合があります。
「カフェ」と名前がついていますが、飲食提
供は致しません。
問合せ・申込／写真整理とアルバムカフェ
の会
電話／ 080-6795-9994

やさしいヨガ～Oliveお子様連れ歓迎～
　初心者歓迎！ 無理なくカラダを動かして、
自分と向き合う時間を作りませんか？　LINE
（ID:@941kmoom）等でもお気軽にお問
い合わせください。参加有料、要事前申込。
とき／ 7月13日（水）、21日（木）いずれも
10時～ 11時
ところ／千歳市役所近隣（お問い合わせく
ださい）
参加費／初回3回券1500円でお試し頂け
ます
持ち物／ヨガマット（なければバスタオル）、
飲み物、汗ふきタオル、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 070-8354-2065
（Olive ヤマニシ、ショートメール可）

第39回全日本少年軟式野球北海道
大会
　北海道軟式野球連盟が主催する、中学生

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13日（水）
7月22日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


