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千歳市
神経難病「患者と家族」の相談・交
流会
　ALSを初めとする神経難病患者の療養と
介護で感じる問題点や悩みを話し合う会で
す。参加無料、申込不要。直接会場へお越
しください。
とき／ 9月21日（水）10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階（千歳
市東雲町1丁目11）
問合せ／日本ALS協会北海道支部 千歳支会
電話／ 090-8638-0297（支会長・澤口）

ラジオで防災訓練
＊防災特番～あなたが守る自分の命と自分
のまち～
　9月3日（土）に行った千歳市総合防災訓
練の様子を、地域FM「e-niwa 77.8MHZ」
でダイジェスト放送します。参加した市民の
皆様や町内会の方々の感想や、リポーター
による体験取材などをお届けします。
放送時間／ 9月23日（金・祝）16時～16時
58分
問合せ／政策推進課シティセールス推進係
電話／ 24-0521

北斗認定こども園　ルンルンらびっと
＊園庭開放～運動会ごっこ
　雨天時は室内で行う予定です。参加無
料、要事前申込。
とき／ 9月27日（火）10時30分～11時30分
ところ・問合せ・申込／北斗認定こども園（千
歳市新富1-1-41）
電話／ 22-5983

保育士・幼稚園教諭合同就職面接・
説明会
　保育士や幼稚園教諭としての再就職を考
えている方や資格取得を目指している方を
対象に、千歳市内の教育・保育施設の合同
就職説明会を開催します。認定こども園や
保育所、幼稚園、小規模保育事業所などの
施設紹介や求人ブースを設置。参加無料、
要事前申込。服装自由。会場の出入り自由
です。キッズコーナーあり。
とき／10月2日（日）13時30分～16時
ところ／北ガス文化ホール（千歳市北栄2-2-11）
申込締切／ 9月28日（水）まで
その他／会場では、来年4月に開校する保育
士・幼稚園教諭免許が取得できる通信教育
課程の地域スクール「小田原短期大学　千歳
スクール」の入学説明会を同時開催します。
問合せ・申込／千歳市こども福祉部こども
政策係
電話／ 24-0341（直通）

親子でスポーツチャレンジ（市民交流会）
　トランポリン・カローリング・ドッジボー
ルほかを親子で楽しみましょう。参加無料、
要事前申込。
対象／小学校以上の子と保護者のペア
とき／ 10月8日（土）9時～ 12時 ※8時
40分から受付
ところ／ダイナックスアリーナ（千歳市スポ
ーツセンター）
定員／ 20組（先着順、定員になり次第締切）
持ち物／室内運動靴、外靴を入れる袋、タ
オル、着替えなど ※ジャージなど運動しや
すい服装で参加してください。
申込締切／ 9月30日（金）まで
申込方法／スポーツ振興課に直接、または
電話、FAX、Eメールのいずれかで申し込み
申込／千歳市観光スポーツ部スポーツ振興
課スポーツ振興係（東雲町2-34）
電話／ 24-0855（直通）
FAX／ 22-8851
Eメール／ sportsshinko@city.chitose.lg.jp

千歳公民館
＊千歳公民館短期教室開催のご案内
①バレトン短期教室
　健康維持のため、フィットネス、バレエ、
ヨガの要素をバランス良く取り入れた「バレ
トン」を体験してみませんか。音楽に合わせ
て裸足で行う運動です。

とき／ 10月15日・29日、11月12日・
26日（いずれも土曜日）11時～ 12時
持ち物／飲み物、タオル、ヨガマット（代替
でバスタオル可）
②やさしいピラティス講座
　ピラティスは西洋のヨガと呼ばれ、体幹や
インナーマッスルを鍛えてバランスの取れ
た身体づくりを目的として生み出されたエク
ササイズです。
とき／ 10月22日・29日、11月12日・
19日（いずれも土曜日）13時30分～ 14
時30分
持ち物／飲み物、タオル、ヨガマット（代替
でバスタオル可）
③体験！ 24式太極拳
　24式太極拳の運動効果で、健康増進を
目指しませんか。
とき／ 10月24日・31日、11月14日・28
日（いずれも月曜日）13時～14時30分
持ち物／飲み物、タオル、運動靴
④写真整理セミナー
　いつも見たくなる！ 楽しい！ 写真の整理
と残し方を学んでみませんか。受講料の他、
教材費が必要です。
とき／ 10月11日・18日・25日、11月8
日（いずれも火曜日）10時～11時30分
教材費／ 1500円（フォトブック、写真保管
箱等）
⑤3B体操、秋のストレッチ講座
　3B体操で、バランス機能改善、筋力づく
り、ストレッチの効果を体験しませんか。
とき／ 10月5日（水）・13日（木）・19日（水）・
26日（水）10時～11時30分
持ち物／飲み物、タオル、運動靴
①～⑤共通
定員／ 20人（先着順）
受講料／ 1200円（4回コース）
ところ／千歳公民館 ※3B体操のみ北ガス
文化ホール
申込方法／ 9月12日（月）から、直接千歳
公民館の窓口へ
その他／新型コロナウイルス感染症の感染
拡大および最少催行人数に満たない場合
は、開催を見送る場合があります。
問合せ・電話／ 23-2740（千歳公民館）

公立千歳科学技術大学　2022年度 
第2回公開講座
＊遷移金属触媒が拓く有機合成
　目には見えなくとも私達の暮らしを支えてい
る有機化学と、化学合成において重要な役割
を担う遷移金属触媒について、これからの展望
ともに解説します。参加無料、要申込。
講師／堀野 良和（公立千歳科学技術大学 
応用化学生物学科　教授・博士【工学】）
とき／10月22日（土）14時30分～15時30分
ところ／オンライン（Zoomウェビナー）
参加費／無料
定員／ 100人
申込方法／「公立千歳科学技術大学　地域
連携センター」ウェブサイトよりお申込みく
ださい。
問合せ／公立千歳科学技術大学地域連携セ
ンター
電話／ 27-6192（平日9～ 17時）
Eメール／ renkei@photon.chitose.ac.jp

恵庭市
恵庭市島松公民館
①公民館外国語講座「英会話基礎（後期）」
講座
　初歩的な日常英会話および英語活動（小・
中学校で習う英語レベル）
とき／ 9月29日（木）～ 11月24日（木）
の毎週木曜日（全8回）19時～ 20時
ところ／恵庭市民会館大会議室（恵庭市新
町10）
講師／山崎メラニーさん（元市民講座英会
話初級講座講師）
対象／恵庭市民17名（申し込み多数の場
合は抽選し、結果をお知らせします）
受講料／ 2000円
持ち物／筆記用具、辞書等。※マスク着用
をお願いします
申込方法／島松公民館まで電話申込

申込期間／ 9月20日（火）まで※土・日曜、
祝日、休館日を除く平日9時～17時
②公民館外国語講座「ロシア語基礎」講座
　初歩的なロシア語の読み・書きや日常的
なロシア語会話
とき／ 10月7日（金）～ 11月25日（金）
の毎週金曜日（全8回）19時～ 20時
ところ／恵庭市民会館視聴覚室（恵庭市新
町10）
講師／オイドフ・バトバヤルさん（元市民講
座ロシア語講座講師）
対象／恵庭市民20名（申し込み多数の場
合は抽選し、結果をお知らせします）
受講料／ 2000円
持ち物／筆記用具※マスク着用をお願いし
ます。
申込方法／島松公民館まで電話申込
申込期間／ 9月28日（水）まで※土・日曜、
祝日、休館日を除く平日9時～17時
③初心者のためのスマートフォン教室
とき／ A会場：10月13日（木）午前の部
10時～ 12時、午後の部14時～ 16時（受
付：開始20分前）B会場：10月20日（木）
午前の部10時～ 12時、午後の部14時～
16時（受付：開始20分前）
ところ／ A会場：島松公民館（恵庭市島松
本町3-12-20）、B会場：恵庭市民会館（恵
庭市新町10）
内容／午前の部・初めてのスマホ体験教室、
午後の部・スマホの基本とLINE体験
対象／恵庭市民 A・B会場各講座15名（ス
マートフォンをお持ちでない方も参加でき
ます。申し込み多数の場合は抽選し、結果
をお知らせします）
受講料／無料
申込方法／電話またはFAXによる申込（氏
名・年齢、住所、電話番号、会場名、時間帯
を明記）
申込期間／ 9月20日（火）～10月6日（木）まで
持ち物／筆記用具※マスク着用をお願いし
ます。
その他／参加者が5名以下の場合、他の教
室に移動をお願いする場合があります
④恵庭市公民館講座　日曜趣味講座「そば
打ち基礎講座」
とき／ 10月16日（日）午前の部・9時30
分～11時30分、午後の部・13時～15時
ところ／島松公民館調理実習室（恵庭市島
松本町3-12-20）
対象／恵庭市民 午前・午後の部各8名※
親子参加の場合子ども1名まで同伴可、参
加人数により一方の部になることがあります
受講料／ 2000円（参加費・材料費・保険代）
持ち物／マスク、前掛けまたはエプロン、バ
ンダナ、タオル2・3枚、持ち帰り容器
申込方法／電話申し込み（申し込み多数の
場合は抽選し、結果をお知らせします）
申込期間／ 10月7日（金）まで
①～④共通
問合せ・申込／恵庭市島松公民館
電話／ 36-7503
FAX／ 36-1501

恵庭市介護福祉課
＊第1回恵庭市介護予防講演会「オーラルフ
レイルを予防しよう！～マスクの中であなた
のお口、弱っていませんか？～」
　長期間のマスク生活で、ムセやかみにく
さが気になっていませんか？健康長寿には、
ささいなお口の変化を見逃さず、きちんと
対処することが不可欠です！お口のお手入
れやトレーニング方法がわかります。参加無
料。要事前申込。
とき／ 10月5日（水）10時～ 11時30分
ところ／恵庭市民会館3階中ホール（恵庭
市新町10）
定員／ 150名（そのうち一般申込枠70名。
長寿大学と合同開催）
申込締切／ 10月3日（月）まで※事前申込
制、先着順
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1209）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①お野菜キッチン しるしる「マフィン・チュ
ロス販売」
とき／ 9月18日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
②エーテル「ソフトクリーム販売」
とき／ 9月19日（月・祝）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③Ｋ＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダドーナツ
販売」
とき／ 9月17日（土）10時～ 17時

ところ／東側出入口前
④毎月第3日曜日はちとせモールの日「お楽
しみ抽選会」
とき／ 9月18日（日）9時～景品がなくな
り次第終了
ところ／ 1階センター広場
①～④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。

支笏湖ビジターセンター
＊村上玖実子絵画展「支笏湖の自然と北に
咲く花」
　植物の特徴を詳細に描くボタニカル・ア
ートの画家村上玖実子さんによる絵画展で
す。イワギョウやクロユリなど、支笏湖地区
を中心に道内各地の植物を描いた25点を
展示しています。入場無料。別途駐車料金
500円が必要です。
とき／開催中～ 9月30日（金）9時～ 17
時30分 ※最終日は15時まで
ところ／支笏湖ビジターセンター多目的室
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

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／ 9月17日（土）16時受付開始、16時
15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

千歳写真集団
＊写真展2022 心に残る私のインプレッション
　会員7人による力作を展示します。入場
無料です。
とき／ 9月23日（金・祝）～ 25日（日）
10時～ 17時 ※最終日は16時まで
ところ／千歳市民ギャラリー（千代田町5-7-1）
問合せ・電話／ 090-2056-4882（五十嵐）

秋の夜長の寺ヨガクラス
　秋分の日の夜、ゆったりお寺でヨガをしま
しょう。難しいことはひとつもありません。
初心者も安心してご参加ください。広くて
明るいキッズスペースがあります。参加有
料、要事前申込。
とき／ 9月23日（金・祝）20時～20時45分
ところ／秀法寺（千歳市北信濃632-4）
参加費／ 1500円
持ち物／ヨガマット、水分、タオル
問合せ・申込・電話／ 080-4042-0141
（VYSYOGI加藤、ショートメール可）

アリス認定こども園
＊園開放「認定こども園ってどんなところ？」
　こども園の紹介（教育方針や行事の説明）
と見学を行います。簡単な手作りおもちゃ
を作る「お楽しみタイム」もご用意。着替え
をお持ちください。要事前申込、詳細はお
問い合わせください。
とき／ 9月29日（木）10時～ 11時
対象／就学前のお子さんと保護者
定員／ 10組
申込期間／ 9月20日（火）・21日（水）12時～
15時
その他／新型コロナウイルス感染症の状況に
より、内容の変更や中止とする場合があります。
ところ・問合せ・申込／アリス認定こども園
（千歳市勇舞1-1-1）
電話／ 24-7000

NPO法人まちづくりスポット恵み野
＊アナベルのボールブーケを作ろう
　アナベルとは…恵庭のまちを彩ってくれ
る白いアジサイです。めぐみの丘に咲くア
ナベルを利用してボールブーケを作成して、
秋の収穫祭を楽しみましょう！作成したブー
ケは1人1つ持ち帰り可能です。参加無料。
事前申込不要。
とき／ 9月17日（土）10時30分～ 12時
ところ／フレスポ恵み野　めぐみの丘（恵庭
市恵み野里美2-15）
問合せ／NPO法人まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232

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
にお送りください！

9日前の
16:00まで

掲載日の

こちらの二次
元コードから
もアクセスで
きます

9月21日（水）
16：00まで

9月30日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

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


