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千歳市
千歳市社会福祉協議会
＊新千歳空港バリアフリー観光窓口
の運営支援ボランティア募集
　日本UD観光協会が開設・運営す
る新千歳空港「しょうがい者・こうれ
い者観光案内所」で、観光案内や車
椅子レンタルなどの補助を行うボラ
ンティアを募集します。詳しくはお問
い合わせください。
対象／パソコン操作可能な方
活動期間／ 9月25日（日）まで
とき／各日10時～ 16時 ※9時50
分集合
ところ／新千歳空港ターミナルビル
１階 ①②到着出口横
募集人数／ 1日あたり1人
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議
会（担当：千歳市ボランティアセンタ
ー）
電話／ 27-2525

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
上で水遊びする「お楽しみタイム」も
ご用意。着替えをお持ちください。
要事前申込、詳細はお問い合わせく
ださい。
とき／ 8月3日（水）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／ 8月1日（月）・2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

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／ 8月4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、脳トレ
クイズ等（持ち帰りクイズは、次回の
回答提出でプレゼントあり）。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／ 8月10日（水）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資
料配付（次回の回答提出でプレゼン
トあり）、管理栄養士の考えた簡単な
お料理レシピ配付など。
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

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！ 雨天時は
室内遊びをします。参加無料、要事
前申込。
とき／ 8月10日（水）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）
電話／ 22-5983

平和パネル展
＊高校生の「原爆の絵」複製画展
　8月15日で戦後77年を迎えま
す。広島・長崎に世界で初めて原子
爆弾が落とされ、原爆死没者名簿に
は51万8千人が記帳されています。
今回、広島平和記念資料館の協力を
得て、被爆体験証言者と高校生の共
同制作による「原爆の絵」の複製画を
千歳で初めて展示します。観覧無料
です。
とき／ 8月15日（月）～19日（金）
9時～17時 ※最終日は15時まで
ところ／千歳市役所 本庁舎1階 市
民ロビー
問合せ／原水爆禁止千歳協議会
電話／ 090-5075-2627（佐々木）

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／ 8月28日（日）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／ 8月17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）

恵庭市
恵庭市郷土資料館
①クイズに応えて「鉱物キーホルダ
ー」をゲットしよう
　備え付けの用紙に館内設置のスタ
ンプを押し、クイズに応えると正解者
にガチャ機専用コインを配布。オリジ
ナルキーホルダーをゲットしよう。1
人1日1回参加可能
とき／ 8月2日（火）～14日（日）9
時30分～17時※ただし、休館日（8
月8・12日）は除く
ところ／恵庭市郷土資料館（恵庭市
南島松157-2）
定員／ 200名（200個のキーホル
ダーが無くなり次第終了）
②漁川の生きもの観察会
　漁川に生息する魚類や水生昆虫な
どの観察。
とき／ 8月6日（土）10時～ 12時
ところ／漁川あかね橋上流右岸※9
時50分までにむつみ公園駐車場（白
樺町1-9）に集合。雨天中止。要事前
申込
対象・定員／小学生以上10名（小
学3年生以下は要保護者同伴）
持ち物／動きやすく濡れてもよい服
装、帽子、川に入ることができるサン
ダル（靴下を履いてください）、着替
え、水分補給できるもの、タオル
①②共通
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
①ディズニー英語システム Summer 
Holidays 抽選会イベント〈参加無
料〉
とき／ 7月30日（土）・31日（日）
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
提供／ワールド・ファミリー株式会社
②占いと癒やしのイベント「Pastel 
Angels Vol60.5」
とき／7月30日（土）10時～17時、
7月31日（日）9時～17時
ところ／ 1階センター広場
③日本リサイクルネットワーク北海道
「フリーマーケット in ちとせモール」
〈雨天中止〉
とき／ 7月31日（日）9時～13時
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ・電話／ 011-632-1222（日
本リサイクルネットワーク北海道）
④DOS「ウォーターサーバーキャン
ペーン」
とき／ 8月3日（水）～5日（金）10
時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
①②④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。

夏休みこども空手体験会
　楽しく空手の基本を体験できま
す。参加無料、申込不要。
とき／ 7月30日（土）10時30分～
11時30分
ところ／鉄東コミュニティセンター
（千歳市青葉5-8-2）
持ち物／運動しやすい服装、飲み物、
汗拭きタオル
問合せ・電話／ 080-4508-8355

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？ カ
ラダが硬い方も、チェアヨガフロー
で楽しめます。広くて明るいキッズス
ペース有。参加有料、要事前申込。
とき／ 8月7日（日）8時45分～ 9
時45分、8月21日（日）16時～17
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）

いす-1GP
　2時間で事務いすを使ってコース
を何周走れるかを競う耐久レースで
す。インパクトのある戦いを観戦しま
せんか？ 「ニューサンロード商店街夏
祭り」と同時開催し、ステージイベン
トや飲食の出店もあります。観覧無
料、申込不要。
とき／ 8月7日（日）開会式12時
30分～、本戦13時～ ※ニューサン
ロード商店街夏祭りは11時～ 18時
まで開催
ところ／ニューサンロード商店街特
設会場（千歳市幸町2丁目）
問合せ／いす-1GP北海道大会実行
委員会
電話／ 090-1521-3599（生杉）

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

8月3日（水）
8月12日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳（流通3丁目3-12） 　駐車スペース有 利用バス：つたいバス
日帰りバスツアー
日帰り・宿泊バスツアー

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部恵庭有）

■定員：30名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

※契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し弊社の規定により申し受けます。
詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※全て税込です。 ※写真・イラストはイメージです。

（～9/15アウトまで）（～9/15アウトまで）

1泊お1人様（5,000円以上で）3,000円割引1泊お1人様（5,000円以上で）3,000円割引
サッポロスマイルクーポン 2,000円分付サッポロスマイルクーポン 2,000円分付

どうみん割 適応（北海道応援クーポン 2,000円分付）

新型コロナワクチン接種証明書（道民2回・道外対象県民3回）
又はPCR等検査陰性証明・身分証の確認が必要となります。
新型コロナワクチン接種証明書（道民2回・道外対象県民3回）
又はPCR等検査陰性証明・身分証の確認が必要となります。

宿泊手配承ります。お問い合わせください。 ※予算終了次第又は感染拡大等により中止となる場合がございます。宿泊手配承ります。お問い合わせください。 ※予算終了次第又は感染拡大等により中止となる場合がございます。

この商品は北海道から4,000円の支援を受けています。

サッポロ割

どうみん割

石狩 佐藤水産ランチと
道の駅厚田 
札幌場外市場・
白い恋人パークお買物

日帰り

8/19金

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
食事▶1昼（生ちらし・冷そば）付
出発▶千歳7:50、恵庭8:30
帰着▶恵庭16:20頃、千歳16:50頃

出発日

壮瞥くだもの狩り 
虎杖浜・道の駅だて・そうべつ

9,850円〈大人〉お1人様

9/4日
集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
食事▶1昼（天ぷら膳）付
出発▶千歳8:00、恵庭8:40
帰着▶恵庭17:10頃、千歳17:40頃

4,050円■割引後　
〈大人〉お1人様

8,050円■割引前

この商品は北海道から4,000円の支援を受けています。

積丹 絶景「神威岬」・
「島武意海岸」 
余市 柿崎商店
くだもの・海産物お買物

日帰り

日帰り 日帰り

8/27土

集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
食事▶1昼（積丹 うしお丼スペシャル）付
出発▶千歳7:30、恵庭8:10
帰着▶恵庭16:50頃、千歳17:20頃

出発日

出発日 出発日

5,650円■割引後　
〈大人〉お1人様

9,650円■割引前

支笏湖を眺めて入浴・昼食
秘湯 丸駒温泉・恵庭渓谷

9,550円〈大人〉お1人様

9/27火
集合場所▶①千歳営業所 ②恵庭駅東口
食事▶1昼（和食膳）付
出発▶千歳9:00、恵庭9:40
帰着▶恵庭16:50頃、千歳17:20頃

0120-161-321
千歳警察署・千歳保健所・千歳市役所届け済み

特徴

7月4日 千歳市弥生3丁目
いなくなった日にち・場所

ジャパンロストペットレスキュー連絡先 

短いしっぽ。
口元の左右にホクロ模様。
水色の首輪（デニム生地）をしている。
※現在は外れている可能性有。

見かけた方、保護してくださった方、保護したと
いう話をお聞きになった方、どのような情報でも
構いません。ご連絡お願いします。

●

カギ尻尾

白地に
黒ブチ

●

ルナ
13歳 オス
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