
2022年8月5日（金）ちゃんと 18

参加費／こども縁日（ヨーヨー釣り）100
円、ワークショップ（ペットボトルキャップ
でケーキ作り）300円
問合せ／えにわマルシェ2022（恵庭市花
と緑・観光課）
電話／ 33-3131（内線2521）

恵庭市島松公民館
①恵庭市公民館事業「くらしに役立つ健
康講座」
とき／【1回目】8月23日（火）10時30
分～ 12時【2回目】9月8日（木）10時
30分～ 12時
ところ／恵庭市民会館2階大会議室（恵
庭市新町10）
内容／【1回目】最適な「睡眠」を考える【2
回目】よい睡眠のための睡眠環境
対象／恵庭市民30名（申込多数の場合
は抽選）
参加費／無料
申込方法／恵庭市島松公民館へ電話か
FAXで申込※1回目のみ、両方、どちら
も同時受付可能
申込期限／ 8月18日（木）まで
②えにわ学講座
　ふるさと恵庭の魅力の発見、豊かな文
化の継承、住みよいまちづくりを進めよう
とする恵庭市民の学びの場です
とき／ 9月10日（土）9時30分～ 12時　
※9時20分集合厳守
集合場所／恵庭市島松公民館（恵庭市島
松本町3-12-20）
内容／むかし恵庭にあった鉄道跡（場所）
を訪ねる。バスで市内および近郊を視察
研修する
講師／恵庭市郷土資料館　大林千春学芸
員
対象／恵庭市民25名（中学生以下は要
保護者同伴）
参加費／ 700円
申込方法／恵庭市島松公民館へ電話か
FAXで申込
受付期間／8月8日（月）～8月25日（木）
まで※土・日・祝日・休館日を除く平日
9時～17時
③日曜趣味講座「デジタルカメラによる写
真展」
　恵庭写真協会による自由題材をテー
マにした作品を展示。自由に作品見学可
能。展示作品には触れないでください
とき／8月21日（日）10時～8月28日（日）
17時
ところ／恵庭市島松公民館エントランス
ホール（恵庭市島松本町3-12-20）
①②共通
その他／マスク着用。体調の悪い方・高
熱の方は参加をご遠慮ください。新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大状況等に
より開催中止となる場合があります
①～③共通
問合せ・申込／恵庭市島松公民館
電話／ 36-7503

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／ 8月5日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②みなみでカフェ「クレープ販売」
とき／ 8月6日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③au・UQモバイルキャンペーン
とき／ 8月6日（土）・7日（日）10時～
19時
ところ／ 1階センター広場
④北海道赤十字血液センター「献血車 ひ
まわり号」
とき／8月6日（土）10時～12時30分、
14時～ 16時、8月7日（日）9時～ 12
時30分、14時～ 16時
ところ／平面駐車場奥特設会場
⑤スタジオアリス「ふりホ 成人式振袖レン
タル ご予約＆ご相談会」
とき／ 8月6日（土）・7日（日）10時～
18時
ところ／ 2階スタジオアリス前
⑥エーテル「ソフトクリーム販売」
とき／ 8月9日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦富士山の銘水「ウォーターサーバーキャ
ンペーン」

とき／ 8月9日（火）～14日（日）10時
～ 19時
ところ／ 1階センター広場
⑧お野菜キッチン しるしる「マフィン・チ
ュロス販売」
とき／ 8月11日（木・祝）9時～17時
ところ／東側出入口前
①～⑧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。

デュエルマスターズカードゲーム
大会
　小学生に大人気のカードゲーム「デュエ
ルマスターズ」の大会を行います。カード
がもらえるじゃんけん大会もあります（参
加者のみ）。参加無料、要事前申込。
とき／ 8月7日（日）16時15分受付開
始、16時30分スタート
対象／小学生以下
定員／ 16人（先着順）
その他／参加者はマスクの着用をお願い
します
ところ・問合せ・申込／博品館TOYPARK
千歳アウトレットモール・レラ店
電話／ 29-3836

なの花薬局千歳長都店　健康相談
会
　脳年齢測定器を使った健康チェックや、
お薬・健康に関するご相談などに薬剤師
がお答えいたします。お気軽にご相談く
ださい。参加無料、申込不要。
とき／ 8月8日（月）～10日（水）10時
～ 16時
ところ・問合せ／なの花薬局千歳長都店
（長都駅前3-1-30）
電話／ 49-4193

だれでもかんたんレジンアクセサ
リー作り
　マスク着用をお願いします。参加有料、要
事前申込。詳細はお問い合わせください。
とき／ 8月14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丁目3）
参加費／ 600円
定員／ 10人
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）

写真整理とアルバムカフェの会
＊あなたのアルバム・プリント写真で写真
整理体験しませんか？
　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／ 8月24日（水）10時～ 12時の間
で2部制 ※申込時に希望を伺います。
ところ／泉沢向陽台コミュニティセンター
（千歳市里美2-9-2）
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

恵庭市民プラザ・アイル
＊8月の行事予定
①齋藤彰一切り絵展「恵庭のまちを切り絵
にしてみたら」
とき／ 8月1日～ 8月29日（月）10時
～ 17時
②花育・おうちに切り花を飾ってみよう
とき／ 8月6日（土）・27日（土）10時
30分～ 12時
定員／ 5名（申込順・要予約）
申込期限／開催日2日前まで
参加費／ 1500円
講師／山田きみ子さん（「Amber」*花の
ある暮らし*いのちとこころの花育®講師）
③タロット占い～タロットカード・西洋占
星術・手相の3つの占術で占います～

とき／ 8月17日（水）13時～ 16時
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／山田小百合さん
④フットケア体験～足もとから美容と健康
を考える～
とき／ 8月25日（木）11時～ 15時
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／ Kayoさん（フットケアセラピスト）
⑤スマートフォンの使い方相談
とき／ 8月17日（水）10時30分～12時
参加費／ 100円（15分程度）
定員／ 10名（申込順・要予約）
講師／水野みどりさん
⑥鍼灸＆ストレッチング～腰、肩、肉体疲
労に効果あり～
とき／ 8月23日（火）10時30分～13時
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院
院長）
⑦笑顔いきいき体操
とき／ 8月23日（火）13時～ 14時
申込期限／ 8月22日（月）まで
定員／ 10名
参加費／ 500円
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院
院長）
⑧パワーストーンブレスレットの浄化とゴ
ム交換
とき／ 8月20日（土）13時～ 15時
参加費／ 100円～
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／ Cait・Sith 青木さん
⑨チョークアートのワークショップ～オイ
ルパステルを使ってブラックボードに絵を
描く新しいアートです～
とき／ 8月20日（土）・22日（月）10時
30分～ 12時（ボードの製作を含む）
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／鷲尾歩さん（MCAティーチャーコ
ース卒業）
⑩写真整理の体験会～思い出のつまった
写真を今一度楽しみましょう～
とき／8月29日（月）13時30分～15時
（出入り自由）
定員／ 5名
参加費／ 500円
講師／写真整理アドバイザー（フォトカス　
うえのかおりさん）
①～⑩共通
開館時間／ 10時～ 17時　※休館日／
日曜、祝日、8月13日～ 16日（お盆休
み）、8月31日（棚卸のため）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

恵み野東町内会
＊「第2回七夕飾り」開催
　回覧板に付いている短冊に1人一枚願
い事を書き、会館玄関前の笹の葉に飾り
付ける。会館玄関前にも短冊を用意して
いますので、散歩途中などに飾り付けを
お願いします。参加された方には景品を
お渡しします（なくなり次第配布終了）。
マスク着用をお願いします
とき／ 8月5日（金）～ 7日（日）10時
～ 17時頃
ところ／恵み野東会館玄関前（恵庭市恵
み野東6-10-3）
問合せ／恵み野東町内会
電話／ 36-2047（山本）

えにわ楽々歩こう会
＊空の道6.0㎞
とき／ 8月20日（土）9時30分
集合場所／島松駅
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）

yoga　KURA
＊夏のあおぞらヨガ
　はじめてでも楽しい外ヨガ。空の下で、
新鮮な空気を存分に味わいながら、芝の
上でのびのび、外でヨガを行います。お
子さんとの参加もOK。要事前申込
とき／ 8月21日（日）10時～ 11時
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター裏
手芝スペース（恵庭市黄金南5-11-1）※
雨天時は黄金ふれあいセンター内で実施
定員／ 10名
参加費／ 800円
持ち物／ヨガマット、マットの下に敷くレ
ジャーシート、タオル、飲み物、動きやす
い服装、（念のため）上着、帽子やサング

ラスなどUVケアグッズ
申込期限／前日まで
問合せ／ yoga　KURA　タグチ
電話／ 090-6992-0199（ショートメー
ル可）

恵庭RBパーク
＊恵庭起業塾
　起業を考えている方、起業して間もな
い方を対象に、起業する際の様々な疑問
や悩みを解消し、事業を成功に導くノウハ
ウを学ぶセミナーを開催。恵庭市外在住
の方も受講可。ご参加お待ちしておりま
す。参加無料。
とき／8月25日（木）・9月1日（木）・8（木）・
15（木）・22（木）・29（木）19時～21時
ところ／恵庭RBパークセンタービル3階
視聴覚室（恵庭市恵み野北3-1-1）
定員／ 20名（定員になり次第、期日前で
も受付終了することがあります）
申込期限／ 8月17日（水）まで
申込方法／恵庭RBパークのホームペー
ジまたは電話で受付
問合せ・申込／恵庭RBパーク
電話／ 36-3113

ワンコインキッズダンス
　来春の開講に向けて、ワンコインのキ
ッズダンスレッスンを開催致します。要事
前申込
とき／ 8月31日（水）・9月28日（水）
16時～ 16時45分
ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
（恵庭市黄金中央5-199-2）
対象／ 4歳～小学校低学年くらい（年齢
や気になる事はご相談ください）
参加費／ 500円（見学無料）
持ち物／履き慣れた靴、動きやすい服装、
飲み物、マスク
申込方法／事前に電話かショートメール
で申込。定員になり次第締切
問合せ・申込・電話／ 090-6262-3702
（トマベチ）

次回の掲載は9月2日発行のちゃんと834号です。
お楽しみに!！


