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ワーアレンジ（縦長ガーランド）を制作す
る講座です。おひとり様や友達同士も歓
迎。参加有料（お問い合わせください）、
要事前申込。
とき／ 7月23日（土）10時30分～ 12
時くらい ※10時15分から受付
ところ／ studio musubi（千歳市住吉
2-7-23 2F）
持ち物／エプロン、持ち帰り用の袋、文
具、ハサミ
申込方法／電話またはInstagram（@m_
flower1010）
問合せ・申込・電話／ 070-6601-9261
（実花～ flowers 西條）

第86回 陽だまり歌声喫茶
＊浴衣で歌う夏の歌
　浴衣で参加すると、良いことがあるよ！ 
電話にて要事前申込。詳細はお問い合わ
せください。
とき／ 7月23日（土）13時～ 15時
ところ／花園コミュニティセンター 体育館
（千歳市花園4-2-5）
定員／40人（先着順、定員になり次第締切）
その他／茶菓のサービスはありません。
マスク着用、入口で検温（体温37.5度以
上の方は参加不可）。市内で新型コロナウ
イルス感染状況が悪化した場合には、中
止することがあります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

Jimottiカルテット
＊気軽に楽しむコンサート
　カノン、G線上のアリアなどクラシック
の名曲を、千歳・恵庭在住の奏者による
弦楽四重奏でお届けします。教会に響く
弦楽器の音色を、楽しい解説とともにお
楽しみください。
出演者／【ヴァイオリン】栗山奈津、瀧本
志保【ヴィオラ】後藤美和子 【チェロ】向
井航
とき／ 7月23日（土）17時～ ※16時
30分開場
ところ／千歳栄光協会（千歳市清水町
4-25）
参加費／大人2500円、小学生以下
1500円 ※当日券は500円増
チケット取扱所／エルム楽器千歳店、
Music Wave、ちとせ森の音楽教室
問合せ・申込／Music Wave
電話／ 090-9514-6123（後藤）

小学生夏休みイベント～ハッピー
スマイルフェス～
　ほくよう歯科クリニックとアーバンネイ
ルケアとライズワンが協力して、体験型の
夏休みイベントを開催します。歯科医院な
らではの科学実験！ ネイル体験！ eスポー
ツ交流会！他、縁日あります。詳細は、ほく
よう歯科クリニックInstagramにて。
とき／ 7月28日（木）【午前の部（小1～
小3）】9時30分～12時 【午後の部（小4

～小6）】13時～15時30分
参加費／無料（スタンプラリー完成でお
土産と交換）
定員／各8人ずつ（先着順）
申込方法／ほくよう歯科クリニック
Instagram（hokuyo_dental clinic) の
DMに、質問事項の回答を記入して申し
込み（お子さんのお名前、学年、性別、他）
問合せ・申込・ところ／ほくよう歯科クリ
ニック（千歳市北陽6-18-3）
電話／ 40-1818

スイーツデコ作り
　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31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）

第5回 千歳地区書道協会会員展
　観覧無料です。ご高覧ください。
とき／ 8月19日（金）～ 21日（日）10
時～ 17時（最終日は16時まで）
ところ／千歳市民ギャラリー（千代田町
5-7-1）
問合せ／千歳地区書道協会
電話／ 23-5809（村上）

恵庭カワセミの会
＊カワセミ観察会
　カワセミや身近な自然を探します。参
加無料。事前申込不要
とき／ 7月17日（日）9時～12時
ところ／恵庭市内（恵庭市郷土資料館駐
車場に集合）
その他／雨天時は屋内で実施します
問合せ／恵庭カワセミの会事務局
電話／ 090-1306-6357（前田）

地球を守ろう！in恵庭
＊ごみ拾いイベント「ACTION海の日ブ
ルーサンタ！」
　青いサンタクロースがごみを拾い、子
供たちにきれいな海をプレゼント。参加
無料。雨天中止。お子様歓迎
とき／ 7月18日（月・祝）10時～ 11時
ところ／緑と語らいの広場えにあす～恵
庭駅の間を歩いてごみ拾い
集合場所／緑と語らいの広場えにあす駐
車場（恵庭市緑町2-1-1）
持ち物／青いアイテム、トング、軍手（青
いトング、サンタTシャツ貸出可能）
問合せ／地球を守ろう！in恵庭
電話／ 090-2818-8399

恵庭写真協会
＊恵庭写真協会　会員展

　写真撮影が趣味の会員が撮影に挑んだ
作品の中から、自信作を大判印刷（A3ノ
ビ）で展示します
とき／ 7月22日（金）～31日（日）9時
～ 22時※初日は9時30分～、最終日は
15時30分まで
ところ／緑と語らいの広場えにあす（恵庭
市緑町2-1-1）
内容／自由題材、横位置写真、作品点数
20枚程度
問合せ／恵庭写真協会事務局
電話／ 090-6993-0276（森崎）

恵庭ライブミュージック実行委員会
＊はじめてコンサート
　お子様からおじいちゃんおばあちゃん
まで、気軽に楽しむ弦楽四重奏。楽器の
お話、絵本の読み聞かせ、クラシックの名
曲をお届けします
とき／ 7月23日（土）10時開場、10時
30分開演、11時30分頃終演
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
出演／栗山奈津（ヴァイオリン、千歳）、瀧
本志保（同、恵庭）、後藤美和子（ヴィオラ、
千歳）、向井航（チェロ、同）
料金／大人1000円、小学生以下500円
（事前予約優先。満席の場合入場をお断
りする場合もあります）
その他／新型コロナウイルス感染防止の
ため、マスク着用でご来場ください
問合せ／恵庭ライブミュージック実行委
員会
電話／ 090-7643-3225

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第121回シネマサロン例会
　134年前、自分の耳を切りおとし、翌
年7月にピストル自殺した無名の画家、
死後世界に名を成した「炎の人ゴッホ」の
物語（1956年、アメリカ）。参加無料
とき／ 7月23日（土）13時～
ところ／恵み野北町内会館（恵庭市恵み
野北5-8-2）
定員／先着20名
参加条件／マスク着用でお気軽にお越し
ください

問合せ／恵み野北町内会ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

恵み野夏祭りフリーマーケット
＊フリーマーケット出店者募集
とき／ 7月24日（日）11時～ 17時
ところ／ JR恵み野駅前商店街
区画／ 15店舗（先着順）
出展料／ 1000円（1区画2m×3m）
申込方法／電話にて受け付けます
申込期限／ 7月19日（火）まで
問合せ・申込／恵み野夏祭りフリーマー
ケット事務局
電話／ 080-3208-9369（つのい）

ポーセラーツ体験会
　12㎝×12㎝の角皿2枚に転写紙を貼付
して可愛いお皿を作ります。要事前予約
とき／ 7月30日（土）15時～2時間程度
ところ／カフェミモザの園（恵庭市黄金南
4-11-16）
参加費／ 3000円（茶菓付き）
定員／ 4名限定
その他／マスク着用の上ご来店くださ
い。体験会はお1人様1回とさせていた
だきます
問合せ・申込・電話／ 090-5955-1925
（佐藤）

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。

ハンドメイドKirari
＊1dayイベント
　ハンドメイド雑貨の販売や、パステル
画、手相、マヤ暦、足圧などの体験イベン
トです。こども食堂のチャリティーフリマ
もあります。
とき／ 7月22日（金）10時～14時30分
ところ／千歳市住吉2-7-6
参加費／ 500円～ 1500円 ※体験内容
によって異なります。
問合せ・電話／ 090-1640-3091（森下）

材料（2人分）

・木綿豆腐 ……………………1丁
・トマト ………………… 1/2個
・アボカド ……………… 1/2個
・たくあん …………スライス4枚
・長ネギ …………………5センチ
・ポン酢 …………………大さじ2
・ごま油 …………………小さじ2

　夏の暑さで食欲が低下してきた方におすすめ！
食感を楽しみながら味わえる冷ややっこです。
　たんぱく質豊富な豆腐と、アボカドとトマトに
含まれるビタミン、ミネラルでおいしく夏バテ対
策しましょう♪

美味監修

服部　ほのか
管理栄養士

『簡単で美味しく、栄養価の高い料理』 で複数のコン
テストにて受賞歴あり。カンタンに手に入る材料を
使った、減塩・高タンパクのレシピを開発しています。
千歳市社会福祉協議会「げんき茶屋」でも活躍中！

管理栄養士 ほのか
presents

か ん た ん♪

健康
こうけん

ごはん 第12回

エネルギー ・・・・ 242kcal
食塩相当量 ・・・・・ 1.8ｇ
たんぱく質 ・・・・・・ 11.8ｇ
脂質 ・・・・・・・・17.4ｇ
食物繊維 ・・・・・・ 3.6ｇ
炭水化物 ・・・・・・・ 11.3ｇ

栄養成分（1人分）

楽しく食べて
夏バテ対策♪

作り方

① トマト、アボカドを小さめの
さいの目切りにする。
②  たくあん、ネギを刻む。
③  ①②とポン酢、ごま油を混ぜ
る。
④  豆腐に③をかける。
※豆腐を崩してよく混ぜて食べ
るとよりおいしく召し上がれ
ます。

材料費（1人前） 100円約

彩り冷ややっこ
ほのか'spoint★令和4年7月31日～令和4年11月13日

値下げしました！値下げしました！

受 講 料：　55,000円（税込）※テキスト代含む
定　　員：　
申込締切：　令和4年7月24日（日）
会　　場：　デイハウスえみな 千歳市勇舞1-2-2

※8月9日、8月12日は休み
※7月31日と11月13日の2日間は日曜昼間に開講します

名

「千歳音頭市民向け講習会」と「納涼盆踊り大会」へご参加ください！

みなさんご一緒に「千歳音頭」を踊りませんか！！

お仲間をお誘いのうえご参加ください。 問い合わせ　千歳音頭保存会事務局 TEL：0123-24-3066

千歳音頭講習会 納涼盆踊り

7月23日（土）13時～15時
総合福祉センター402号室

8月18日（木）・19日（金）18時25～55分
納涼盆踊り大会 グリーンベルト会場

千歳音頭を輪になって踊ります！出入り自由&お気軽にご参加ください！

千歳音頭は昭和25年（1950年）に作られ、あと4年で100周年を迎える空港を中心に
歴史ある『ふるさと千歳を歌い上げるただ一つの民謡』です。
道内の主な都市には地元の歌と踊りがあり、盛んな時には各町内会でやぐらを組んで
その周りで浴衣姿の子供たちが踊っていました。千歳市民の皆様で、千歳音頭を『ふ
るさとの絆』・『ふるさとのシンボル』として伝承していきましょう。

千歳音頭保存会 会長 齊藤元彦


