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　子どもから80代まで、心を書で表
現します。観覧無料です。
とき／10月7日（金）～10日（月・祝）
10時～18時 ※最終日は16時まで
ところ／千歳市民ギャラリー 2階 展
示ホール
問合せ・電話／090-2874-7045（山
口）

千歳パークゴルフ協会
＊千歳市民パークゴルフ大会「体育
の日記念事業」
　団体戦（男女混成）および個人戦
を行います。36ホールストローク
プレイ（団体は上位3人の合計スコ
ア）。腕自慢の方から初心者まで、奮
ってご参加ください。雨天決行。参
加有料、要事前申込。
対象／千歳市民または千歳市内に勤
務する方
とき／ 10月9日（日）9時の開会式
終了後に競技開始 ※8時30分まで
に受付
ところ／リバーサイドパークゴルフ場
（千歳市根志越19-41）
参加費／ 1人1000円 ※申込時に
支払い
定員／【団体】15チーム（男女混成、
1チーム4人） 【個人】100人
表彰／【団体戦】優勝～ 7位、その
他各賞 【個人戦】優勝～10位、その
他各賞（男女別） ※参加人数により
変動
申込締切／ 10月3日（月）まで
その他／当日不参加の場合参加費は
戻りませんので、代わりの方の参加
をお願いします。
問合せ・申込／千歳リバーサイドパ
ークゴルフ場　千歳パークゴルフ協
会事務局
電話／ 23-2211（事務局）、080-
1883-0278（小林）

だれでもかんたん「スイーツ
デコでフォトスタンド作り」
　マスク着用で参加ください。参加
有料、要事前申込。
とき／ 10月9日（日）10時30分～
12時
参加費／ 1人800円
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（末広6-3）
問合せ・申込・電話／ 21-8530
（まちライブラリー＠ちとせ）、090-
7647-3832（田中、ショートメール
可）

ガーデニング相談会
　バラ、宿根草などの疑問、なぜに
お答えします。参加無料。
とき／ 10月12日（水）13時～ 15
時 ※1人10分～ 15分程度
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（千歳市末広6-3）
問合せ・電話／ 21-8530（笹倉）

パソコン・スマホ無料相談
　パソコン・スマホの操作やトラブ
ルでお困りの方向けに、無料相談会
を行います。お一人様30分以内で
す。要事前申込。
とき／ 10月12日（水）14時～16時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（末広6-3）
定員／ 6人（先着順）
その他／駐車場は、千歳市グリーン
ベルト地下駐車場をご利用ください。
まちライブラリーカウンターの認証
機に通すと、4時間無料となります。
問合せ／ちとせITボランティアの会
Eメール／ info@chitoseitv.net

musubiyoga
＊ベビーマッサージ&親子ヨガ

　ベビーマッサージは上半身を中心
に行い、寒くなる前の免疫力アップ
に繋がるマッサージの仕方もレクチ
ャーします。親子ヨガはお子さんと
一緒に座りながらできる動きを行っ
ていきます。授乳や抱っこでパンパ
ンになった背中や肩をほぐしましょ
う。参加有料、要事前申込。
対象／座って一緒に参加出来るお子
様と保護者
とき／ 10月13日（木）10時15分
～ 11時25分
ところ／ studio musubi（千歳市住
吉2-7-23　2F）
参加費／ 1500円
持ち物／動きやすい服装、飲み物、
ヨガマット（貸出あり）
問合せ・申込・電話／ 090-9402-
0448（musubiyoga早崎）
Ｅメール／musubi.yoga22@gmail.
com

スイス・メグロー派 グラスリ
ッツェン作品展
　専用の針で透明なグラスやガラス
の器に絵や文字を描くガラス装飾で
す。すべて手彫りで制作しています。秋
のひとときに美しく輝く作品を鑑賞しま
せんか。観覧無料（体験会は有料）。
とき／ 10月14日（金）～16日（日）
10時～ 17時（最終日は15時まで） 
※10月15日（土）13時～ 15時に
体験会を開催します（14日までに要
申込、定員5人、有料）。
ところ／千歳市民ギャラリー（千代
田町5-7-1）
問合せ・申込／スイスメグロー派 グ
ラスリッツェン 千歳教室
電話／ 090-1641-9047（熊本）
FAX／ 28-3682

なおこ心理相談室
＊難病患者さんのためのグループセ
ラピー
　日々難病を抱えながら苦労して生
活している難病患者さんたちが集ま
って、その悩みや嬉しかったこと、ち
ょっとした気がかり、工夫しているこ
とを共有してみませんか。他者批判
はNGで、安心安全なグループにし
ます。参加無料。要事前申込。
とき／毎月第2・第4水曜日19時
～ 21時※途中参加・途中退席OK
です
ところ／ zoomによるオンライン開催
その他／飲み物・お菓子を準備して、
ゆったりとやりましょう
問合せ・申込／なおこ心理相談室　
公認心理師・臨床心理士　足立直子
電話／ 29-3003

NPO法人恵庭市体育協会
＊えにわ健康・スポーツフェスティバ
ル
　秋空YOGA、ダイナミックストレッ
チング、ニュースポーツ、空手道演
武など。参加無料。事前申込不要。
とき／ 10月2日（日）9時～13時
ところ／花の拠点はなふる（恵庭市
南島松828-3）
対象／恵庭市民および市内在学・在
勤者
持ち物／ヨガマット※秋空YOGA、
ダイナミックストレッチングに参加さ
れる方は貸出用ヨガマットに限りがあ
ります
その他／イベントに参加して、参加
賞をもらおう（数量限定）
問合せ／えにわ健康・スポーツフェ
スティバル実行委員会（NPO法人恵
庭市体育協会）
電話／ 21-9900

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。
とき／ 10月15日（土）・29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／ 10月4日（火）・7日（金）・
11日（火）・14日（金）・18日（火）・
21日（金）・25日（火）・28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
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／ 10月1日（土）・22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）

ガーデンシティ恵庭
＊はなふるアートファンタジア
　光と水の参加型アート空間「はな
ふるアートファンタジア」を開催。大
小さまざまなLEDライトボールを浮
かべた噴水で、幻想的なイルミネー
ションを楽しめます。また、バブルボ
ールやシャボン玉で遊ぶことができ
ます。さらに、「キッチンカーフェスin
はなふる」（15・16日）や猿まわし講
演（15日）も開催。ぜひ足をお運び
ください。
とき／ 10月15日（土）12時～ 18
時※雨天・荒天の場合は16日（日）
に順延します
ところ／花の拠点はなふるガーデン
エリア（恵庭市南島松828-3）
問合せ／はなふるアートファンタジ
ア事務局
電話／ 080-3238-1188

Do! kids Lab
＊【恵み野でリニューアルオープン】
プログラミング＆動画制作コース体
験イベント
　Do! kids Labは10月より恵み
野に移転します。プログラミングは
「22、29日」、動画コースは「23日」
の開催です。移転後初の体験授業を
どうぞお楽しみに！
とき／ 10月22日（土）・23日（日）・

29日（土）10時～、11時10分～、13
時～、14時10分～、15時20分～
ところ／ Do! kids Lab恵み野本校
（恵庭市恵み野西1-25-3）
対象／プログラミング（小学校1年
生～中学校3年生）、動画コース（小
学校4年生～高校3年生）
その他／パソコン不要！キッズスペー
スあり！駐車場あり！完全予約制の体
験授業ですので安心してご参加下さ
い
申込方法／電話か公式ホームページ
から※「恵庭　プログラミング」で検索
問合せ・申込／ Do! kids Lab
電話／ 090-6695-6748

陸上自衛隊島松駐屯地
＊第12回カワセミコンサート
　北部方面音楽隊の演奏を主体に、恵
庭北高校、北海道文教大学附属高校
の吹奏楽部との合同演奏を行います。
とき／ 11月3日（木・祝）13時30
分開場、14時開演
ところ／恵庭市民会館大ホール（恵
庭市新町10）
申込方法／往復はがき往信用の裏面
に住所・氏名・年齢・性別・電話番
号・応募のきっかけ（①ポスター、チ
ラシ②知人からの誘い③ホームペー
ジ④その他）を記入し、郵送してくだ
さい。応募者多数の場合は抽選とな
ります。
申込先住所／〒061-1356　恵庭市
西島松308番地　陸上自衛隊島松
駐屯地広報班　カワセミコンサート
係
申込期限／ 10月7日（金）必着
問合せ／陸上自衛隊島松駐屯地広報
班
電話／ 36-8611（内線5250、5251）


