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アナベル収穫祭
　恵み野中央公園にあるアナベルを収穫し
て、その場でアナベルボールの作り方講習
会を行い、持ち帰ってもらいます。参加無
料。事前申込不要。
とき／ 9月18日（日）10時～ 2時間程度
※雨天時は9月24日（土）同時刻
ところ／恵み野中央公園　東屋のある歩道
側（恵庭市恵み野北3-9-2）
問合せ／珈琲きゃろっと　内倉
電話／ 36-4549

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第123回シネマサロン例会
　再婚話に乗らない母、結婚に踏み出せな
い娘に周囲からの声が…。美しい母娘の愛
情をほのぼのと描く小津安二郎晩年の名作
「秋日和」を鑑賞（1960年、松竹）。入場
無料
とき／ 9月17日（土）13時～
ところ／恵み野北町内会館（恵庭市恵み野北
5-8-2）
定員／先着20名
参加条件／マスク着用で直接お越しください。
問合せ／恵み野北町内会ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

恵庭テニス協会
＊オールデイテニス大会
　交流ダブルスゲームのほか、ボレーボレ
ー大会、ぐるぐるラリー大会、サーブ的当て
大会があります。サーブで当てた景品をゲッ
ト！お好きな時間にお越しください。
とき／ 9月23日（金・祝）8時～15時※雨
天時は9月24日（土）に延期
ところ／恵み野中央公園庭球場（恵庭市恵
み野北4-1-2）
参加費／ 200円（高校生以下無料）
その他／新型コロナウイルス感染防止対策
をとりながら開催します。マスク着用・検温
などにご協力ください。状況により内容変
更・中止となる場合があります。事前申込
不要。当日コートで随時受付します
問合せ／恵庭テニス協会事務局
電話／ 34-3718（ナガタ）

秋バラとパッチワーク
＊こすずめ教室12人の作品展
　楽しい小物の販売もあります。小雨決行
とき／ 9月24日（土）10時～ 14時
ところ／パッチワーク教室（恵庭市幸町2-3-1）
問合せ・電話／ 34-0571（赤木）

ヨガの教科書（ヨーガ・スートラ）に
基づいたヨガ
　ヨガの教科書「ヨーガ・スートラ」に沿っ
てお話とヨーガの技法を練習します。習熟
度に関係なくどなたでもご参加できます。
要事前申込。
とき／ 9月24日（土）13時30分～14時30
分（単発開催。10月から毎月第1・第3土曜日）
ところ／恵庭市総合体育館（恵庭市黄金中
央5-199-2）
参加費／ 1500円、マットレンタルはプラス
300円
持ち物／水、筆記用具（必要な方）
問合せ・申込・電話／ 080-2076-1789（吉
武じゅん）

恵庭ライブミュージック実行委員会
＊恵庭市文化活動奨励補助事業～ lslay 
Autumn in Eniwa ～「みんなでアイリッ
シュ♪」
　アイリッシュ、ケルト風音楽のコンサート。
演奏の中の一曲は、手拍子やカスタネット、
ヴァイオリン等でお客様にも自由な形でご
参加いただき、ご来場者全員で楽しめるコ
ンサートです。
とき／ 9月24日（土）14時開場、14時30
分開演

ところ／夢創館（恵庭市島松仲町1-2-20、
JR島松駅徒歩1分）
出演／瀧本志保（ヴァイオリン）、三好淑（同）、
酒井由紀子（ピアノ）、大山賢司（パーカッション）
料金／大人2500円（当日券3000円）、小
学生以下1500円（当日券2000円）
定員／ 80人限定（新型コロナウイルス感染
拡大防止対策に努めて実施。要マスク着用）
チケット取扱／夢創館（36-6050）、地域FM
放送e-niwa（恵庭市緑町2-1-1、29-7778）
問合せ／恵庭ライブミュージック実行委員会
電話／ 090-7643-3225

恵庭おもちゃクリニック
　おもちゃを直します。部品交換が必要な
時は説明した上で、部品代負担となることが
あります。販売店・メーカーの保証期間内
の物、貴重品・骨董品・コレクション品、自
転車・モデルガン等安全性に関わるものは
受付不可。預かったおもちゃは、翌月のクリ
ニック会場で返却。交換する部品が購入困
難で修理出来ないときは事前に連絡します。
とき／ 9月26日（月）9時30分～ 12時
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり
（恵庭市大町1-5-7）
参加費／原則無料（交換部品は有料）
持ち物／マスク着用、おもちゃ本体付属品
（壊れはずれた部品、取扱説明書、入って
いた箱もあれば）
参加方法／直接会場にお越しください
その他／新型コロナウイルスの関係等によ
り休止の場合もあります
問合せ・申込／恵庭おもちゃクリニック
電話／ 090-7058-6996（村本代表）

Shines color
＊占います！
　2022年度後半の運勢を占います。金運・
恋愛・仕事・人間関係など（病気・寿命・
試験合否・ギャンブルなどは占えません）。
要事前予約。
とき／ 9月29日（木）10時～ 16時
ところ／ミシン＆カフェCHILL（恵庭市京町65-2）
その他／時間・費用など詳細は電話にてお
問い合わせください
問合せ／ミシン＆カフェCHILL
電話／ 090-7645-4623

恵庭ヨガフェス2022
　恵庭を代表するインストラクター、生活を
彩る素敵なワークショップ、飲食店が出店し
ます。是非、楽しんでください！ 入場無料。ヨ
ガレッスンとワークショップは有料で、事前申
込が必要です（当日空席があれば対応可能）。
とき／ 10月2日（日）9時30分～ 17時
ところ／黄金ふれあいセンター（恵庭市黄
金南5-11-1）
①ヨガレッスン（定員50人）
内容・とき／【アロマヨガ】10時30分～
11時30分 【中医養生ヨガ】13時～ 14時 
【リラックスヨガ】14時30分～ 15時30
分 【初めての月ヨガ】16時～ 17時
持ち物／ヨガマット、タオル、動きやすい服装
②ワークショップ（定員各8人）
内容・とき／【呼吸法WS】9時30分～
10時20分 【オートミール試食会】10時
50分～ 11時40分 【オリジナルタイルコ
ースター作り】12時45分～ 13時50分 
【ハーバリウムボールペン作り】14時20
分～ 15時30分 【はじめての瞑想WS】16
時～ 16時50分
①②共通
参加費／各1000円
問合せ・申込・電話／ 080-4048-1969（斉
藤、ショートメッセージ可）

子ども体力向上プロジェクトver.恵庭
＊小学校体育館でおもいっきり動こう
　お子様は毎日息が上がる運動を行ってい
ますか？低学年までに経験して欲しい動き

をプロデュースしています！
とき／ 10月2日（日）①10時～ 11時②
11時30分～ 12時30分
ところ／恵庭市立若草小学校（恵庭市中島
町4-5-1）
対象／①第1部・幼児年少～年長（9月11日参
加の方は不可）②第2部・小学校1～3年生
内容／サーキット運動、かけっこ、ボール運
動、跳び箱（小学生）など。運動は学年ごと
に行います
参加費／ 700円
定員／各35名（先着順）
申込方法／氏名（子・保護者・子フリガナ）、
学校園名・学年、住所、連絡先（連絡のつく
電話番号）を記入の上、メールにて申込
その他／引率者（見学）は1名のみ
問合せ・申込／子ども体力向上プロジェク
ト事務局　遠藤
Eメール／ genki_eniwa@yahoo.co.jp

中村和子バレエスタジオ
＊秋のクラシックバレエ無料体験レッスン
　当スタジオで楽しく正しいレッスンを体験
してみませんか？指導は日本バレエ協会正
会員の教師です。
とき／ 10月～ 11月のレッスン日・エンジ
ェル（未就学男女）金曜日16時10分～ 17
時10分・ジュニアB（小学校1～ 4年生男
女）火曜日16時10分～ 17時40分・ジュ
ニアA（小学校5年生～中学校・高校生男
女）火曜日18時～ 19時30分
ところ／中村和子バレエスタジオ（恵庭市京
町70友保ビル2階、ダンシングスポーツク
ラブ内）※すき家さん隣
問合せ・申込／中村和子バレエスタジオ
電話／ 090-3018-1793（中村）

恵庭ソフトボール協会
①第52回恵庭市民男子ソフトボール大会
とき／ 10月9日（日）監督会議午前8時、
試合開始8時30分～※雨天時は10月10
日（月・祝）に順延。参加チーム数によって
は両日開催となります
ところ／恵庭市島松屋外運動場（恵庭市南
島松389-3）
参加資格／恵庭市在住または通勤・通学し
ている中学生以上の方（代表者が恵庭市在
住の場合は他市の方も参加可能）
参加人数／ 1チーム20名以内
参加費／ 1チーム5000円（大会当日に受
領します）
申込方法／事務局へFAXまたはメールで申
込書送付を申込。恵庭市総合体育館窓口、
島松体育館窓口でも受取可能
申込締切／ 10月4日（火）代表者会議前まで
代表者会議／ 10月4日（火）18時30分
～生涯学習施設かしわのもり（恵庭市大町
1-5-7）で開催します（出場チーム代表者参
加必須）
②第44回恵庭市民女子ソフトボール大会
とき／ 10月9日（日）監督会議午前8時、
試合開始8時30分～※雨天時は10月10
日（月・祝）に順延。
ところ／恵庭市島松屋外運動場（恵庭市南
島松389-3）
参加資格／恵庭市在住または通勤・通学し
ている中学生以上の方（代表者が恵庭市在
住の場合は他市の方も参加可能）
参加人数／ 1チーム20名以内
参加費／ 1チーム5000円（大会当日に受
領します）
申込方法／事務局へFAXまたはメールで申

込書送付を申込。恵庭市総合体育館窓口、
島松体育館窓口でも受取可能
申込締切／ 10月4日（火）代表者会議前まで
代表者会議／ 10月4日（火）18時30分
～生涯学習施設かしわのもり（恵庭市大町
1-5-7）で開催します（出場チーム代表者参
加必須）
①②共通
問合せ・申込／恵庭ソフトボール協会事務局
電話・FAX／ 33-5751（溝口）
メールアドレス／ totty4351musou@
snow.plala.or.jp

恵庭弓道連盟
＊恵庭市長杯　恵庭市民弓道大会
　弓道経験のある方はお気軽にご参加くだ
さい。要事前申込。
とき／ 10月10日（月・祝）少年の部（高校生
以下）9時30分～、一般の部13時30分～
ところ／恵庭市総合体育館弓道場（恵庭市
黄金中央5-199-2）
対象／弓道経験のある恵庭市民
参加料／ 500円
申込期限／ 10月8日（土）まで
問合せ／恵庭弓道連盟
電話／ 37-1671（小田）

9月23日（金）発行のちゃんと第837号より、タウンニ ュー ス掲載原稿の申込締切を

「タウンニュース入稿締切変更」  のお知らせ つきまして、次回の申込締切は

と致します。何卒 ご理解、ご協力頂きますようお願い申し上げます。掲載日の9日前 16:00まで掲載日の9日前 16:00まで となります。

16：00
まで9月21日（水）

…

！

 

 

次回の掲載は10月21日発行のちゃんと841号です。
お楽しみに!！

・スモークちくわのエクレア　
  1本378円(税込)
・味噌漬けスモークサーモン
  サラダ　594円(税込)
・燻製ミックスナッツ
・燻製ミックスナッツとチーズ
・燻製ピスタチオ　各810円(税込)

恵庭市栄恵町1-2レジデンスアルファBLD １F-C　　　
TEL&FAX：0123-25-1122
営業日/火・水・金・土 12：00～20：00、日 12：00～18：00
定休日/月・木

                                                                      当店は燻製惣菜のテイクアウトをメインにし
たお店です。燻製した肉や魚と野菜を合わせたり、味噌漬けスモークサーモン燻製ザンギを中
心にお作りしています。　乾きものは、ミックスナッツとチーズの組み合わせ等3種類ほどを揃え、
他には、旬の食材を使った今までにないような燻製を提供してまいります。

8月20日恵庭市にOPEN!!

※その他多数メニュー取り揃えております
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