ちゃんと

新千歳空港シアター

劇

場

情

報

所 新千歳空港国内線ターミナルビル
℡ 46-4150

時 9 時 〜 22 時

4F

料 一般

1800 円、大 学 生 1400 円、高 校 生 以 下
1000 円、幼 児（3 歳 〜）1000 円、シ ニ ア
（60 歳以上）1100 円 P 駐車場 3 時間無
料（エンターテインメント施設利用で）

沈黙のパレード

9月16日（金）公開

2022 年 9 月 9 日（金）

4回
第4
キレイに 役 に 立
康・
つ
健
K A N A の

ちょこっと

レシピ

福山雅治演じる、変人だけど天才的頭脳を持つ物理学

千歳 市 在住。栄養 士、栄養 教
諭、健康管理士一般指導員の
ほか、美容 薬学 検定やパンコ
ンシェルジュ2級などを取得。
レシピの開発や提供、コラム執
筆など多岐にわたり活動中。
●エーライツ事務所に所属し食
べ顔インスタグラマーとしてグル
メリポートや簡単レシピをアップ
しています。

＠kana.tabemasu

｢無 限 ○ ○｣

理で見事に解決していく、大人気・痛快ミステリーシ
リーズ。

大友 加奈

Instagram

者・湯川学が、不可解な未解決事件を科学的検証と推

2

最近色々なレシピサイトなどでよく見る「無限○○」。みなさんは作っ

2022「沈黙のパレード」製作委員会
監督：西谷 弘
キャスト：福山雅治、柴咲コウ、北村一輝、飯尾和樹、戸田菜穂、田口浩正
配給：東宝

ONE PIECE FILM RED

上映中

総合プロデューサー：尾田栄一郎で贈る FILM シリー
ズ第 4 弾！ 物語の鍵を握るのは… 歌声 と 赤髪 。
物語は、ウタが シャンクスの娘 という衝撃の事実
から動き出すー。

たことはありますか？

にんじんしりしりです。副菜にもなるし、お弁当のおかずにもピッタリ
な常備菜になります。にんじんのみで作る事もありますが、冷蔵庫にあ
る野菜を少し彩りとして加えてみると美味しかったので、色々試した中
でも今回はピーマンを選びました。ピーマン独特の匂いも薄れて食べや
すいと思います。

無限にんじん
(4人分)

尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会
監督：谷口悟朗
声の出演：田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田広明、大谷育
江、山口由里子、矢尾一樹、チョー、宝亀克寿、名塚佳織、Ado、
津田健次郎、池田秀一
配給：東映

にんじん…… 1本（約150g）
ピーマン………… 2個（50g）
ツナ………………………… 1缶
卵…………………………… 1個
かつお節………… ひとつまみ
ごま油………………… 大さじ1
〜調味料〜
酒……………………… 大さじ1
しょうゆ……………… 大さじ1
みりん………………… 大さじ1
砂糖…………………… 大さじ1
顆粒和風だし………… 小さじ1

モエカレはオレンジ色

上映中

「月刊デザート」
（講談社）にて現在絶賛連載中の玉島
ノンによる
「モエカレはオレンジ色」、通称「モエカレ」。
2016 年より連載が開始され「消防士かっこよすぎ！」
「ピュアすぎて胸キュン」など、世代を問わず、とき
めきたい女性の心を鷲掴みにしている人気コミックス
が満を持して初の映像化。
2022「モエカレはオレンジ色」製作委員会
玉島ノン／講談社
監督：村上正典
キャスト：岩本 照（Snow Man）、生見愛瑠、鈴木仁、上杉柊平、浮所飛貴
配給：松竹

私が無限に作り続けている定番レシピは、この

［作り方］

①にんじんは皮をむいて千切り、ピーマンは種を取って千切りにします。
②フライパンにごま油を熱して、にんじんとピーマンを入れて炒めます。
③油が馴染んだら、調味料を加えて煮立たせツナ、卵、かつお節を加えて水分が少
し残る程度まで、全体に絡むようにしっかり炒めながら混ぜ合わせます。

予告なく、上映作品が変更になる場合がございますのでご了承ください。

ポスター図案制作者

千歳北陽高校創作漫画部

カトウ

加藤

サクラ

桜 さん

第43回

恵庭市から
のお知らせ

えにわワクワク商品券

参加事業者募集

恵庭市では、新型コロナウイルスの影響による売上の減少に加え、原材料等の価格高騰によ
る影響で、落ち込んだ市内経済の循環・回復を目的として、全市民を対象に最大6,000円分
利用できる商品券、１冊5,000円を配布いたします。

「えにわワクワク商品券」を取り扱っていただける事業者を募集します。

※商品券の取り扱いには、恵庭市への事前登録が必要です。

と き

9 月18日 日

19日 祝

商品券
配布

※本事業で規定する「大規模店舗」
とは、
大規模小売店舗立地法に準じる大型店舗であり、
かつ本店が
市外に所在する店舗を指します。
「特定店舗」
は、
上記
「大規模店舗」
以外の店舗を指します。

10：00 〜 15：00

ところ

道の駅 サーモンパーク千歳

商品券
利用期間

イベント広場

●イベントにお越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。
●混雑が予想されますので、やむを得ずお車でお越しの場合は、
「住吉ソフトボール場 臨時駐車場」をご利用下さい。

事業者

主 催

参加資格

インディアン水車まつり実行委員会

予定しておりましたイクラ丼、丸太切り
レース、釣堀は中止とさせて頂きます。

千歳市花園５丁目５−７ TEL 0123-40-6088 FAX 0123-40-6089

サケ鍋

1杯300円

陸上自衛隊第7師団
第11普通科連隊の皆様

18日
（日）
プログラム

19日
（月・祝）
プログラム
ヤマハエレクトーンステージ

11:00〜11:05 千歳市長挨拶

12:00〜12:30

陸上自衛隊第7音楽隊

11:05〜11:35 千歳機甲太鼓(第11普通科連隊)

13:00〜13:30

小娘(シャオニャン)ステージ

12:00〜12:30 陸上自衛隊第1特科団音楽隊

14:00〜15:00

バンド演奏(千歳JAZZ倶楽部)

14:00〜15:00 バンド演奏(G.G.BITTERS)

※申込受付は随時行っています。9月30日までに申込みい
ただいた事業者につきましては、全市民に商品券を配布す
る際の事業者一覧に掲載する予定です。また、申込みいた
だいたすべての事業者は、今後開設予定の「えにわワクワク
商品券チケット特設サイト」にて、商品券利用可能店舗とし
て周知させていただきます。

電子申請は
コチラから

●換金申込期間
（予定）
／2022年11月中旬〜2023年4月14日
（金）
（消印有効）

※演目は予定です。
当日変更になる場合があります。

10:00〜11:30

13:00〜13:30 アイヌ古式舞踊
(千歳アイヌ文化伝承保存会)

申込方法

1杯500円

10:00〜11:00 ヤマハエレクトーンステージ

●市内に事業所があり、一般消費者を対象とした商品・サービスを取り扱う
事業者を対象とします。※金融業、風俗業の他、反社会勢力との関係を有す
る又は公序良俗に反する事業者は除きます。
●「新北海道スタイル」を実践し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り
組む事業者。

（申込書は問合せ先窓口で配布している他、市のホームページからもダウンロードできます。）

千歳市内のキリンビール千歳工場産！

インディアン水車まつり プログラム

※予定 2022年11月上旬〜2023年3月31日（金）

参加申込書を電子申請、もしくは下記問合せ先まで郵送・メール・ファックス
にて送付するか、窓口までご持参ください。

地元のお母さんが
一生懸命作ります！

生ビール

18日
（日）機甲太鼓

全市民を対象に1冊5,000円相当（500円券×10枚）の商品券（最大6,000
円で利用可能）を配布します。大規模店舗で利用する場合は1枚500円分、特
定店舗で利用する場合は1枚600円分として、利用できます。

換金方法

※入金日は月2回を予定しています。
※換金申込期間を過ぎた場合、商品券の換金はできません。

●換金方法／恵庭市経済部商工労働課（任意の封筒にて送付）
※支払いは参加申込の際、ご指定いただく口座への振込に限ります（現金払い不可）。
※昨年度と異なり、参加されたすべての事業者の換金を恵庭市が行います。
詳細は参加事業者決定通知送付時にお知らせいたします。

●換金申込書等の必要書類については、参加事業者決定通知と共に送付いたします。

【その他】●市ホームページにて随時情報公開いたします。ご不明な点は、下記問合せ先までご連絡ください。

TEL.33-3131 [内線] 3331、3332
恵庭市役所商工労働課 FAX.33-3137 〒061-1498 恵庭市京町１番地

[お問合せ先]

