ちゃんと
真撮影などを楽しみながら、コーヒーや
お茶菓子を楽しみませんか？
とき／ 9 月8日
（木）
・22日
（木）
12 時〜 17
時
ところ／秀法寺
（千歳市北信濃 632-4）
問合せ・電話／ 090-6872-0910（和泉）

ZUMBA・ストレッチ体験レッス
ン

ラテン系の曲に合わせて踊る
ZUMBA、ヨガやピラティスを取り入れた
ストレッチの体験レッスンを行います。ど
ちらかの参加でも OK です。詳細はお問
い合わせください。
とき／ 9 月 9 日（金）
【ストレッチ】18 時
30 分 〜 19 時 15 分【ZUMBA】19 時
30 分〜 20 時 15 分
ところ／東雲会館（千歳市東雲町 1-10）
持ち物／ヨガマット、運動シューズ、タオ
ル、飲み物
問合せ・申込・電話／ 090-6445-3057
（長谷川）

カラダイベント ふらっと

整体と耳つぼの体験を中心としたイベン
トです。耳つぼ、タッチフォーヘルス、イヤ
ーキャンドル、整体、腹部調整、足つぼ、感
覚を整えるレッスン、B 級品野菜販売、フレ
ッシュハーブ販売他。無料託児あり。飛び
込み OK（予約優先）
。詳細はお問い合わ
せください。
とき／ 9 月 11 日（日）10 時〜 15 時 ※
15 時最終受付
ところ／サウスコル
（千歳市富士 3 丁目
3-18）
その他／施術を受けやすい服装、感覚を
整えるレッスンを受講する方は動きやすい
服装
問合せ・電話／ 090-6215-6388（ショ
ートメール可）

お母さんのための食の勉強会

＊子どもの食と心の関係
心と身体、それを作る食は密接につなが
っています。子どもの心の健やかな成長の
ために、基本の食事・おやつの選び方・避
けたい添加物など、一生役立つ知識を学
びましょう！ 参加有料（参加費はお問い合
わせください）
、要事前申込。定員になり次
第締めきります。
とき／ 9 月14 日（水）10 時〜 11 時 30 分
ところ／千歳公民館 2・3 号室（真町 1763）
持ち物／筆記用具
申込締切／ 9 月 11 日（日）
問合せ・申込・電話／ 090-4240-7933
（ぬまはた）

キモノ☆ティータイム

服の上からのカジュアルな着付けを楽
しみながらティータイム。着付け初心者
大歓迎！ 着物を持っていない方には貸し
出します。参加無料、申込不要。
とき／ 9 月 15 日（木）13 時〜 15 時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳
市末広 6 丁目 3）
持ち物／着物や浴衣、帯、紐 2 本、好き
なお菓子やお茶
電話／ 090-6872-0910（和泉）

かるちゃー祭 2022

＊3 年お待たせしました

絵画、
いけばな、
手工芸、
写真ほか多彩な
ジャンルの道新文化センター 19 講座の受
講生140人による作品を展示します。観覧無
料です。
とき／ 9 月16日
（金）〜 18日
（日）
10 時〜
18 時 ※初日は11時から、最終日は16 時ま
で
ところ／千歳市民ギャラリー 1・2F（千
代田町 5-7-1）
問合せ／千歳道新文化センター講師会
電話／ 23-8112

パチパチクラブ

＊そろばん 1 カ月無料体験会
そろばんの楽しさを体験してみよう。15
名程度の小人数制。無料体験中は講師と
ほぼマンツーマンなので安心してくださ
い。※大好評のオンラインそろばんも月・
水・木曜日に行っております。教室と変わ
らず小人数制で通わず自宅で受けられま
す。
「パチパチ クラブ」で検索してくださ
い。要事前申込。
ところ／【恵庭市】
大町・柏陽・恵み野・恵
み野北の各町内会館。恵庭市民会館、黄金
ふれあいセンター、島松公民館、桜町団地
集会所、
緑と語らいの広場えにあす
【千歳市】
ゆうまいホール、あずさ・北栄南・花園・み
どり台南・幸福の各町内会館、祝梅コミュニ
ティセンター、コープさっぽろパセオすみよ
し店、真々地会館
対象／数字の読み書きが出来れば年中・
年長さんからでも大丈夫です
定員／各教室若干名
申込期限／定員になり次第締切
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

サロンおはな

＊依存症予防教育セミナー in 恵庭
アディクションと回復 すごい奴ら集
結！
とき／ 8 月 27 日（土）16 時〜 18 時 30 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす 2 階
会議室 8-1 〜 8-3（恵庭市緑町 2-1-1）
参加費／ 500 円
内容／【第 1 部】講演 白坂知彦医師「ア
ディクションとは？」アルコール・ゲーム
障がい・自助グループ活動を通して伝え
たいこと【第 2 部】パネルディスカッション
パネラー稲葉圭昭氏・宿輪龍英氏・白坂
知彦氏 コーディネーター石上一美
定員／ 50 名（申込順）
問合せ・申込／ NPO 法人おはな 石上
代表理事
電話／ 080-4044-8313

ミナミナ市

＊キッチンカーフェス with 自衛隊
毎月最終日曜日開催フレスポ恵み野の
キッチンカーフェス。今月はキッチンカー
18 台と自衛隊とのコラボです。いつもの
会場に、自衛隊ブースがどどんと登場！大
人気ゆるキャラ「モコちゃん」もやってく
る！※飲食スペースは用意していません。
とき／ 8 月 28 日（日）10 時〜 17 時
ところ／フレスポ恵み野駐車場（恵庭市
恵み野里美 2-15）
その他／マスク着用等、新型コロナウイ
ルス感染拡大予防にご協力ください。当
日体調の悪い方は来場をお控えくださ
い。※日程が延期・中止となる場合があ
ります。

2022 年 8 月 26 日（金）

問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）
E メ ー ル ／ minamina-ichi@hotmail.
com

ナツメ堂鍼灸院

＊子どもの矯正モデル募集
日常生活に支障が出てしまう頭重感や
肩こり、猫背で悩む小中学生には、偏頭痛
や起立性調整障害の可能性が考えられま
す。決してバキバキしない優しい矯正な
ので安心して体験してください（45 分）
。
とき／ 8 月 31 日（水）〜 9 月 7 日（水）
ところ／ナツメ堂鍼灸院
（恵庭市駒場町
1-1-3）
対象／頭が痛くて朝起きれない、肩こり
が酷い小中学生
定員／限定 3 名
参加費／ 3000 円
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話／ 21-8988

ファシらさるチームアジト
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③やさしい椅子ヨガ
きついポーズや激しい動きはありませ
ん。ヨガが初めての方や身体がかたい方、
運動が苦手な方、心身に不調のある方も
ご参加頂ける椅子を使用したヨガです。
とき／ 9 月17日
（土）
10時 30 分〜 11時 30
分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議
室 2（恵庭市緑町 2-1-1）
対象／どなたでも
①〜③共通
参加費／ 700 円（初回体験無料・回数券
購入で 600 円）
持ち物／裸足になれるジャージ等の動き
やすい服装、あればヨガマット（無料貸出
あり）
、長めのタオル、飲み物
申込期限／前日まで要申込（キャンセルは
当日でも可。キャンセル料は一切かかりま
せん）
問合せ・申込／日本ヨガメディカル協会
認定ヨガセラピスト 吉田直子
電話／ 090-1641-6933（ショートメール
可）

＊きたのわ市民ファシリテーション入門講
座「話せる場の作り方」
すみれハーモニカ・ミニコンサー
話をしたり、意見を聞く機会はいろんな ト
ところにあります。せっかく伝えるなら楽
バスハーモニカやコードハーモニカを加
しくて活発な話し合いにしたいですよね。 えたアンサンブル演奏を中心に、色々なジ
今回は講師をお招きし、話せる場の作り ャンルの曲の演奏をお楽しみください。参
方を学んでみましょう。詳しくはブログを
加費無料。
ご覧ください（申込フォームもあります）
。 とき／ 9 月 18 日（日）13 時〜 14 時（12
とき ／ 9 月 4 日（ 日 ）
・11 日（ 日 ）13 時
時 30 分開場）
30 分〜 16 時
ところ／緑と語らいの広場えにあす 1 階
ところ／まちづくりスポット恵み野（恵庭
ホール（恵庭市緑町 2-1-1）
市恵み野里美 2-15、フレスポ恵み野内）
その他／会場内は土足禁止です。必要な
講師／平井梓（NPO ファシリテーション
方は上靴をご持参ください。
きたのわ）
問合せ・電話／ 090-9430-2915（安田）
参加費／各回大人 500 円、学生 300 円
定員／各回 15 名（どちらか 1 日だけの参
加も可能）
One day shop ＆フリマ
申込期限／定員になり次第締切
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。
問合せ・申込／ファシらさるチームアジト
同じ方からのお申込みは、
続けて掲載できません。
電話／ 39-2232（まちづくりスポット恵み
野）
1day Beauty&Flea Market

ヨガサークル breath

vol.15

＊ヨガセラピー
①乳がん経験者のためのヨガ
無理のない範囲で少しずつ体をほぐし、
心にも優しい時間を過ごしましょう。インス
トラクターも乳がん・子宮頸がん経験者
です。お気軽にお問い合わせください。要
事前申込
とき／ 9 月 10 日（土）
・24 日（土）10 時
30 分〜 11 時 45 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議
室 2（恵庭市緑町 2-1-1）
対象／乳がん患者さん・その家族・友人等
（その他のがん種の方も参加可能、女性
限定）
②シニアヨガ
膝や腰に不調のある方・体力に自信の
ない方でも、椅子やタオルを使用して無
理のない範囲で体を動かし、体力の維持・
向上を目指しましょう！
とき／ 9 月 2 日
（金）
・6 日
（火）
・9 日
（金）
・
13日
（火）
・16 日
（金）
・20日
（火）
・23日
（金）
・
27 日
（火）
・30 日
（金）
10 時 30 分〜 11 時
30 分
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのも
り会議室（恵庭市大町 1-5-7）
対象／ 60 歳以上の方

千歳市内＆近郊の人気店が大集合する
イベントです。お花や宿根草、アンティー
ク、アクセサリー、パンや焼き菓子、お弁
当、カレー、ビューティ体験など十数店舗
が出店。キッチンカーやフリマコーナーも
あります。
とき／ 9 月 7 日（水）10 時〜 14 時 ※雨
天の場合は翌日
ところ／花楓 敷地内（千歳市東郊 1 丁目
13-3）ほか
問合せ・電話／ 090-4877-8448（花楓）

仲間募集

玉ちゃん愛好会（玉すだれの会）
会員募集

伝統芸能の南京玉すだれ、銭太鼓など
とき／毎月第 2・第 4 水曜日 10 時〜 12
時
ところ／恵み野憩の家（恵庭市恵み野北
2-1-3）
会費／月額 500 円
問合せ・申込・電話／ 33-3023（山岡）

澄んだ空気、自然豊かな土地「若草1丁目」と「文京3丁目」
千歳市商業施設用地 好評分譲中
至千歳市街

若草1丁目商業施設用地

（地域包括支援センター）

向陽台病院
●所在地/千歳市
Ⓐ若草１丁目10-12外
Ⓑ若草１丁目17-1外
Ⓐ
9,586.36㎡
●用途 地 域 /第２種住 居地 域
●建ぺい率/60%
Ⓑ
●容積率/200%
コンビニ
グループ 3,002.07㎡
ホーム
●分譲区画/2区画
薬局
●分譲面積/
3,002.07㎡〜9,586.36㎡
09-32南04号道路
●分譲単価/23,600円/㎡
（約78,000円/坪）
●分譲価格/若草商業施設用地は複数区画の集合体であることから、面積は実面積と
多少異なる場合があります。実際に分譲する際は、実測地積に分譲単価を乗じた額
を分譲価格とします。
※基本的に、物件は現状有姿での引渡しとしますが、
「若草１丁目10 -12外」
は起伏のある土地のため、購入申込み受理後、
当市において平坦に造成するための最低限度の整地作業を実施します
（作業期間：３〜４か月程度
（要相談））。

文京3丁目商業施設用地

泉沢学園通
真町泉沢大通

●所在地/千歳市文京３丁目2-3
2-3
●用途地域/近隣商業地域
●建ぺい率/80%
●容積率/200%
●分譲区画/1区画
向陽台公園
●分譲面積/661.19㎡（200.00坪）
●分譲単価/23,600円/㎡（約78,000円/坪）●分譲価格/1,560.4万円

千歳市産業振興部産業支援室 開発振興課（事業主体・売主／千歳市）
詳細については
こちらにお問合せ 〒066-0009 千歳市柏台南1丁目3番地の1 千歳アルカディア・プラザ3階（JR南千歳駅前）
ください。
Tel.0123-42-5501 https://www.chitose-izumisawa.jp/

真町泉沢大通

薬局

