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千歳市
ちとせこども食堂スキップ
＊夏のスキップ食堂
　夏休みで食費がかさむ子育て家庭を対
象に、お昼ごはん、晩ごはんを無料配付
しています。食堂内にはフードバンクスペ
ースも設置。完全事前予約制です。詳細
はお問い合わせください。
対象／お子さんのいる家庭ならどなたで
も
とき／開催中～ 9月30日（金）までの
11時～18時30分 ※事前予約をお願い
します。
ところ／千歳市新富2丁目1-4 エメラル
ドハイツ 1F
問合せ・申込／ちとせこども食堂スキップ
電話／ 090-5208-2686（島津）

ちとせ版ネウボラ
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さんの
いる保護者やそのご家族を対象に、妊娠・
出産・産後や育児に関する相談やサービ
ス紹介、ご家族の健康などの相談を行っ
ています。要事前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・
妊婦（いずれも栄養相談あり）】8月8日
（月）・18日（木）10時～ 15時　【妊婦】
8月29日（月）10時～ 15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／【こ
ども・妊婦】8月22日（月）10時～12時、
13時～ 14時
げんきっこセンター（新富1-2-14）／【こ
ども・妊婦】8月27日（土）10時～12時
アリスセンター（勇舞1-1-1）／【こども・
妊婦（栄養相談あり）】8月24日（水）10
時～ 11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・子育
てコンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

千歳市市民生活課
＊千歳霊園・末広霊園への無料送迎バス
を運行します
　千歳霊園・末広霊園にお参りされる方
のために、無料送迎バスを運行します。
お盆期間、霊園駐車場は大変混み合いま
すので、当バスや公共交通機関をご利用
くださいますようお願いいたします。※末
広霊園最寄り停留所は「清流6丁目」で
す。運行経路をご確認ください。※新型
コロナウイルス感染症の予防のため、停
留所ではできるだけ人との距離を保ち、
マスク着用のご協力をお願いします。
運行日／ 8月12日（金）
①運行経路・停留所・運行時間「市役所」
⇔「千歳霊園」（千歳駅前経由）～2往復
福祉センター前（8:15、10:10発）→

市役所前（8:16、10:11発）→仲の橋通
（8:18、10:13発）→千歳駅前（8:23、
10:18発）→末広4丁目（8:25、10:20
発）→花園7丁目（8:27、10:22発）→
清流6丁目（8:30、10:25発）→千歳霊園
（8:40、10:35着）
千歳霊園（9:40、11:35発）→清流6丁目
（9:48、11:43着）→花園7丁目（9:50、
11:45着）→末広4丁目（9:51、11:46
着）→千歳駅前（9:54、11:49着）→
仲の橋通（9:56、11:51着）→市役所
前（9:58、11:53着）→福祉センター前
（10:00、11:55着）
②運行経路・停留所・運行時間「北桜コ
ミセン」⇔「千歳霊園」（富丘コミセン経由）
～1往復
北桜コミセン（9:05発）→新富ほっとす
（9:10発）→新富3丁目（9:11発）→富
丘コミセン（9:13発）→清流6丁目（9:17
発）→千歳霊園（9:27着）
千 歳 霊 園（10:45発 ）→ 清 流6丁 目
（10:53着）→富丘コミセン（10:57着）
→新富3丁目（10:59着）→新富ほっとす
（11:02着）→北桜コミセン（11:07着）
①②共通
問合せ／千歳市市民生活課生活環境係
電話／ 24-0261

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／ 8月13日（土）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）

令和4年度 第3回ミナクールサ
ロン
＊ミナクールサタデーサロン
　毎月、さまざまなテーマに沿って、ゲ
ストを招いて開催します！ 8月は「見て楽
し、踊って楽し 江戸芸かっぽれ」。市民団
体「江戸芸かっぽれ」の皆さんをお迎えし、
かっぽれの歴史や衣装にまつわるお話の
ほか、ミニステージをご用意しています。
参加無料、要事前申込。
とき／ 8月20日（土）13時30分～ 1時
間程度
定員／会場15人程度 ※オンライン参加
も歓迎です。お問い合わせください。
その他／ 9月以降のサタデーサロンのお
手伝いをしてくださる団体、個人を募集し
ています！ 興味のある方は、ミナクール
までお問い合わせください。

申込方法／電話、Eメールまたはミナク
ールホームページの申込フォームを利用
ところ・問合せ・申込／千歳市民活動交
流センターミナクール（毎週月曜日、毎月
最終金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～ 20
時30分）
Eメール／ ren-toi@minakuru.or.jp

障がい者理解のための研修会
＊手話のおもしろ裏ばなし
　千歳聴力障害者協会会長の佐藤義典氏
を講師に迎え、聴覚障がい者の現状や課
題について楽しくお話いただきます。ま
た、会場の皆さんで簡単な手話を体験し
ます。参加無料、要事前申込。
とき／8月21日（日）10時～11時30分
（開場9時30分）
ところ／北ガス文化ホール 3階 中会議室
定員／ 35人（先着順）
申込期限／ 8月12日（金）まで
その他／手話・要約筆記に対応します。
拡大版資料および点字資料をご希望の方
はお申し出ください。
問合せ・申込／千歳市保健福祉部障がい
者支援課
電話／ 24-0327
FAX／ 23-6700
Eメール／ shogaishien@city.chitose.
lg.jp

景観探求ちとせ　ぐるっと360°
①景観パネル展
　千歳市や道内他市の景観について紹介
するパネル展を開催します。観覧無料、
申込不要です。
とき／ 8月22日（月）～9月2日（金）8
時45分～ 17時 ※平日のみ
ところ／千歳市役所本庁舎1階市民ホー
ル（東雲町2-34）
②景観講座
　景観についての基本的なお話や千歳市
の景観ポイントの紹介、ワークショップな
どを通じて、「景観」について学びます。
参加無料、要事前申込。
対象／千歳市内に居住または通勤・通学
している人 ※小学生以下は保護者同伴
とき／ 10月1日（土）13時30分～ 16
時 ※13時開場
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
（北栄2-2-11）
定員／ 30人程度（先着順）
申込方法／ Eメール、電話、FAX、千歳
市ウェブサイト内申込フォーム、用紙持参
等で申込。
①②共通
問合せ・申込／千歳市企画部まちづくり
推進課
電話／ 24-0461
FAX／ 22-8854
Eメール／machi@chitose.lg.jp

千歳市社会福祉協議会
＊ちとせ切り絵ランタンコレクションを開
催します
　紙袋に切り絵と贈りたいメッセージを施
した紙袋ランタンで、心も明るく照らせる
ような頑張ろうのエールをみんなで贈り
あいましょう。現在作品を募集中です。参
加無料。
開催日時／ 9月1日（木）～ 3日（土）
17時30分～ 19時30分
展示場所／千歳市社会福祉協議会事務所
（東雲町1丁目11）の屋外
募集期間／ 8月31日（水）まで
応募方法／申込後、指定の紙袋をお渡し
します。切り絵を施した紙袋ランタンを、
募集期間中に千歳市社会福祉協議会事務
所までお持ちください。

問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 
生活支援コーディネーター
電話／ 27-2525
＊若者・働く世代向けボランティア体験講
座
　夏休みや休暇の取りやすいこの時期
に、市内の福祉施設や団体などでボラン
ティア体験をしてみませんか？ 詳しくは
お問い合わせください。
とき／開催中～ 2023年3月31日（金）
まで
ところ／子育て支援施設、障がい者・高
齢者を支援する施設や団体、イベント等
25カ所
参加費／ 350円（ボランティア活動保険
料）
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 地
域福祉課 地域福祉係（東雲町1丁目11）
電話／ 27-2525

千歳市教育委員会生涯学習課
＊令和4年度親子ふれあい講座①「みて、
つくって、親子で楽しむ影絵の世界」
　親子で影絵を作り、作品を会場に投影
します。参加有料、要事前申込。
対象／千歳市在住の保護者とその子ども
（3歳～小学生）
とき／ 9月4日（日）10時～ 11時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
定員／親子20組 ※定員を超えた場合は
抽選
参加費／ 1組400円
申込方法／下記のURLまたは電話で、8
月12日（金）までに申込 ※参加決定者に
は、はがきで通知します。
URL ／ https://www.harp.lg.jp/
KUvQKPXR
問合せ・申込／千歳市教育委員会 生涯
学習課 社会教育係
電話／ 24-0848

リテールマーケティング（販売士）
養成講習会
　全国の商工会議所が経済産業省・中小
企業庁の後援を受けて行っている「リテー
ルマーケティング（販売士）検定試験」の
受検に向けた講習会です。全5日間、合
計20時間会場で学習します（必須時間
15時間）。参加有料、受講料は開講日に
支払い。詳細はお問い合わせください。
①3級リテールマーケティング（販売士）
講習日時／ 9月14日（水）～ 10月12
日（水）の間で5日間（すべて水曜日）、い
ずれも13時～ 17時
受講費／ 16000円（指定テキスト代等含
む） ※別途検定試験の料金4200円＋事
務手数料550円が必要です。
②2級リテールマーケティング（販売士）
講習日時／9月7日（水）～10月5日（水）
の間で5日間（すべて水曜日）、いずれも
13時～ 17時
受講費／ 21000円（指定ハンドブック代
等含む） ※別途検定試験の料金5770円
＋事務手数料550円が必要です。
①②共通
対象／学生（高校生・専門学校生・大学
生）、一般
ところ／千歳商工センター（千歳市東雲
町3丁目2-6）
特典／販売・経営管理科目免除（予備試
験に70点以上で合格し、講習会を80%
以上受講した場合）、日本商工会議所より
修了証明書発行（翌年度末まで有効）
申込期限／ 8月25日（木）まで
問合せ・電話／ 090-9752-3571（ちと
せ販売士会 田所）
申込み／千歳商工会議所 総務課（氏名・
フリガナ・西暦の生年月日・住所・電話
番号・職業名をお知らせください）
電話／ 23-2175

恵庭市
えにわマルシェ2022
　3年ぶりに単独開催します。手作り作家
さんの作品を間近で見ながら購入したり、
恵庭ならではのフードを食べてみたり、楽
しみ方は十人十色。こども縁日やクイズ
ラリー、ワークショップなどお子さまが楽
しめる催しも実施予定。ぜひご来場くだ
さい
とき／ 8月7日（日）10時～ 16時
ところ／緑と語らいの広場えにあす（恵庭
市緑町2-1-1）

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10日（水）
8月19日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

 市立千歳市民病院 地域医療連携課
 ☎0123-24-3000（内線8138）

と き 8月27日（土）
 13時～ 14時
と こ ろ 市立千歳市民病院 2階 講義室
内 容  テーマ「子どもの心と発達について」
講 師 市立千歳市民病院 小児科 診療科長　中本　哲

市立千歳市民病院からのお知らせ

問合せ

8月27日

市民健康講座 参加費無料、申込不要。直接会場へお越
しください（入口は正面玄関です）。参
加者はマスクの着用をお願いします。
感染拡大により中止となる場合は病院
ホームページで周知します。


