
2022年7月15日（金） ちゃんと17

千歳市
支笏湖ビジターセンター
＊動物パッチワーク展「支笏湖のなかまた
ち」
　15年間支笏湖を拠点に活動していた
いとうみちこさんによるパッチワーク作品
を展示します。入場無料。別途駐車料金
500円が必要です。
とき／開催中～7月31日（日）9時～17
時30分 ※最終日は16時まで
ところ／支笏湖ビジターセンター多目的
室
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

千歳市立図書館
＊令和4年度夏休み子ども読書推進事業
「図書館で冒険しよう！」
　カウンターで用紙をもらい、いろいろな
「島」を冒険しよう！ 読んだ本のタイトル
を書くと景品をもらえるよ。参加無料。
対象／小学生
とき／ 7月20日（水）～8月14日（日）
開館～閉館まで
定員／ 100人（申込順）
申込方法／図書館のカウンターで申込
問合せ・ところ／千歳市立図書館（真町
2196-1）
電話／ 26-2131

神経難病「患者と家族」の相談・
交流会
　ALSを初めとする神経難病患者の療養
と介護で感じる問題点や悩みを話し合う
会です。参加無料、申込不要。直接会場
へお越しください。
とき／ 7月20日（水）10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階（千
歳市東雲町1丁目11）
問合せ／日本ALS協会北海道支部 千歳
支会
電話／ 090-8638-0297（支会長・澤口）

千歳地域SOSネットワーク
＊オンライン研修会
　認知症を理解し、正しい対応方法を学ぶ
とともに、ともに暮らす地域作りを考える研
修会を行います。参加無料、要事前申込。
内容／①千歳市社会福祉協議会職員によ
る事業説明 ②認知症サポーター養成講
座（講師：認知症サポーターキャラバン・
メイト 佐々木　努 氏）
とき／ 7月21日（木）13時30分～15時
ところ／千歳市社会福祉協議会 会議室
2・3（定員12人） ②Zoomによるオン
ライン受講（定員95アカウント）
申込方法／氏名・所属・電話番号を記入の
上、FAXまたはEメールで申込
申込締切／ 7月19日（火）

問合せ・申込／千歳地域SOSネットワー
ク事業運営協議会事務局
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528
Eメール／ c-shakyo@chitose-shakyo.
or.jp

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業　参加者募
集中！
　運転に関するミニレクチャーやトレー
ニングの紹介等を毎月行います。参加無
料、要事前申込。
とき／ 7月26日（火）14時～15時30分
ところ／千歳市総合福祉センター 402号
室（東雲町2-34）
対象／ 65歳以上で普通自動車免許を有
する千歳市民またはその家族
定員／ 40人（先着順） ※4～ 6月参加
者は申込不要です
問合せ・申込／千歳市介護予防センター
（しあわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

北斗認定こども園　ルンルンらび
っと
＊園庭開放～水遊び～
　スプリンクラーの水を浴びて思い切り
遊びませんか？ 夏の暑さに負けず、元気
に楽しみましょう！ 参加無料、要事前申込。
とき／ 7月29日（金）10時30分～ 11
時30分
ところ・問合せ・申込／北斗認定こども園
（千歳市新富1-1-41）
その他／雨天時は室内遊びを予定してい
ます。
電話／ 22-5983

ちとせ環境と緑の財団
＊3Ｒ研修会「夏休み！ 親子でエコ体験と
施設見学バスツアー」
　JFEリサイクルプラザ苫小牧、沼ノ端ク
リーンセンター、千歳市環境センターをバ
スで巡ります。親子でごみの処理施設を
見学し、リサイクルについて理解を深めま
しょう。牛乳パックからハガキを作る体験
学習も行います。参加無料、要事前申込。
対象／小学3～ 6年生とその保護者 ※
原則保護者の同行が必要
とき／ 8月10日（水）9時30分～ 15時
30分 ※9時15分までに集合
集合場所／千歳市総合福祉センター前
（千歳市役所西口駐車場）
定員／ 15組30人（先着順）
持ち物／昼食、飲み物、筆記用具、ごみ袋、
動きやすい服装、履き慣れた歩きやすい靴
申込期間／受付中～8月5日（金）まで
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団 事
業課 資源振興係

電話／ 26-1213（平日9時～17時）
＊森の中の冒険あそび場（プレーパーク体
験会）
　「子どものあそび体験活動」の専門知識
を持つ講師を招き、プレーパーク体験会
を開催します。参加無料、要事前申込。
対象・定員／①千歳市内の小学生以上の
親子45人（申込順） ②千歳市内のプレー
パークに興味のある方5人（申込順）
とき／ 8月16日（火）①10時～ 12時
30分 ②9時～ 14時
ところ／青葉公園ピクニック広場（テント
サイト）
講師／寺坂　崇 氏（まなびデザイン代表）
持ち物／飲み物、汚れてもいい服装、虫
よけ、帽子、着替え、弁当（②のみ）
申込期間／ 7月15日（金）～29日（金）
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団 事
業課 緑化振興係
電話／ 22-1117（平日8時45分～ 17
時15分）

恵庭市
恵庭市郷土資料館・北海道文教大
学共同研究ENIWA学
＊第9回カリンバまつり
とき／ 7月23日（土）13時～18時40分
①カリンバのまが玉を作ろう！
時間／ 13時～ 14時30分
ところ／恵庭市郷土資料館（恵庭市南島
松157-2）
対象／小学生以上（3年生以下は保護者
同伴）
定員／ 20名※要事前申込
参加費／ 100円（材料費）
持ち物／汚れてもよい服装、タオル、あ
れば敷物
②土器を作ろう！
時間／ 15時～ 17時
ところ／恵庭市郷土資料館（恵庭市南島
松157-2）
対象／小学3年生以上
定員／ 15名※要事前申込
参加費／材料代・粘土1個（1.8㎏）300
円※1人2個まで
持ち物／汚れてもよい服装、タオル
③公演「銀河鉄道とカリンバの夜のために
（朗読劇）」
　オリジナルの朗読劇を上映。宮沢賢治
の名作「銀河鉄道の夜」に登場する人物
たちが、カリンバの上空を旅する物語。
3000年前のカリンバの人々も登場します
時間／ 18時～ 18時40分
朗読／北海道文教大学共同研究ENIWA
学の皆さん
ところ／郷土資料館中庭（雨天時は館内
ロビー）
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①K&A Kitchen Sugar「マラサダドーナ
ツ販売」
とき／ 7月15日（金）10時～ 17時

ところ／東側出入口前
②Ether「ソフトクリーム販売」
とき／ 7月16日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 7月17日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
④毎月第3日曜日はちとせモールの日「お
楽しみ抽選会」
とき／ 7月17日（日）・18日（月・祝）9
時～18時 ※18日は10時から
ところ／ 1階センター広場
⑤殿すずめ「クレープ販売」
とき／ 7月18日（月・祝）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥スーパーアークス長都店「フレップ　団
子・大福販売」
とき／ 7月20日（水）～ 24日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑦燻製と檸檬Bitters「燻製サンド・レモ
ネード販売」
とき／ 7月21日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑦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。

お習字体験会
　筆と鉛筆、お好きな方を体験できます。
書いた作品をお持ち帰りできます。参加
無料、当日までに要事前申込。
とき／ 7月17日（日）、18日（月・祝）13
時～15時
ところ／花園町内会館（千歳市花園4-1-3）
問合せ・申込／ 090-8633-3834（エイ
ドウ）

手しごとイロリ7月のイベント
＊パンとお花と珈琲のとき
　浦河町で人気のパン屋さん「ぱんぱか
ぱん」が、焼きたてパンを出張販売しま
す。当日は、イロリの土間がお花屋さん
に。「うずまき珈琲」のカフェもあります。
もちろん、手しごとイロリの草木染雑貨も
展示販売致します。平日に、のんびりとお
楽しみください。
とき／ 7月20日（水）11時～ 15時
ところ・問合せ／手しごとイロリ（千歳市
里美4-4-5）
電話／ 28-1552（店主 三宅）

千歳恵庭地域助産師会
＊妊婦さん教室
　母乳育児成功のためのポイントや、表
情豊かに赤ちゃんを育てる関わり方につ
いて解説します。参加無料。
内容／①出産前に知りたい母乳のこと ②
赤ちゃんの心の発達と関わり方
とき／ 7月21日（木）10時～11時30分
ところ／マナ助産院（千歳市みどり台南）
問合せ・申込・電話／ 070-3861-9538
（マナ助産院　木戸）

夏休み親子フラワー講座
　様々なお花を使い、親子で楽しくフラ

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20日（水）
7月29日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


