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千歳市
ちとせ版ネウボラ
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さ
んのいる保護者やそのご家族を対象
に、妊娠・出産・産後や育児に関す
る相談やサービス紹介、ご家族の健
康などの相談を行っています。要事
前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・
妊婦（いずれも栄養相談あり）】10月
3日（月）・27日（木）10時～15時　【妊
婦】10月31日（月）10時～15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／
【こども・妊婦（栄養相談あり）】10
月17日（月）10時～12時、13時～
14時
げんきっこセンター（新富1-2-14）
／【こども・妊婦】10月24日（月）
10時～ 12時、13時～ 14時
アリスセンター（勇舞1-1-1）／【こ
ども・妊婦】10月19日（水）10時～
11時30分
あんじゅ児童館（春日町5-1-10）／

【こども・妊婦】10月14日（金）10
時～ 11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・
子育てコンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

千歳市埋蔵文化財センター
①キウス周堤墓群見学会
　ボランティアガイドが案内するバ
スツアー。史跡キウス周堤墓群と千
歳市埋蔵文化財センターを見学しま
す。参加無料。
対象／小学4年生以上（保護者同伴
の場合、対象年齢未満でも可）
とき／①10月5日（水） ②10月9
日（日）いずれも9時30分～ 11時
45分
定員／各回20人（先着順）
申込期限／①10月4日（火）まで ②
10月7日（金）まで
持ち物／マスク、雨具、飲み物
②史跡見学会
　千歳市埋蔵文化財センター、史跡
キウス周堤墓群、美々貝塚をバスで

巡り、学芸員の解説付きで見学しま
す。参加無料。
対象／小学4年生以上（保護者同伴
の場合、対象年齢未満でも可）
とき／ 10月15日（土）9時～12時
定員／ 30人
持ち物／マスク、雨具、飲み物
申込期限／ 10月14日（金）まで
③アイヌ文化探索ツアー
　学芸員のガイド付きで、千歳市埋
蔵文化財センター、史跡キウス周堤
墓群、ウポポイを見学します。参加
無料。
対象／小学4年生以上（保護者同伴
の場合、対象年齢未満でも可）
とき／ 10月29日（土）9時～ 16時
30分
定員／ 30人（先着順）
持ち物／マスク、昼食、雨具、飲み物
申込期限／ 10月14日（金）まで
①～③共通
集合場所／千歳市役所駐車場
その他／体調不良の方は参加をご遠
慮ください。イベント前に検温を実施
します。中止となる場合があります。
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財セ
ンター
電話／24-4210（平日9時～17時）

ミナクールサタデーサロン
＊アイヌ語の響きを楽しみましょう！～
「ことば」「うた」「ものがたり」～
　毎月さまざまなテーマに沿ったゲ
ストを招いて開催しています。10月
は、千歳市アイヌ語教室講師の山田
雄司さん（ちゃんとにて「まいにちが
アイヌ語びより」連載中）、千歳アイ
ヌ文化伝承保存会の山田良子さんを
お招きします。土曜の午後に、アイヌ
語に触れてみましょう！ 参加無料、要
事前申込。
とき／ 10月15日（土）13時30分
～ 15時
定員／会場15人程度 ※オンライン
参加も可能です。お問い合わせくだ
さい。
申込方法／電話、Eメールまたはミ
ナクールホームページの申込フォー
ムを利用
ところ・問合せ・申込／千歳市民活
動交流センターミナクール（毎週月
曜日、毎月最終金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～
20時30分）
Eメール／ ren-toi@minakuru.or.jp

じもじょき.netちとせ
＊10月の起業イベント「はじめまして
マルシェ」
　千歳市近郊の新しい商品やサービ
スのお店が大集合！ 個人で起業した
方々が出店にチャレンジする機会でも
あり、地域のお客様にとっては、新し
いお店や商品、サービスを「知って買
って楽しんでいただく」マルシェです。
とき／ 10月22日（土）10時30分
～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レ
ラ アトリウム周辺（千歳市柏台南
1-2-1）
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598

福祉の授業支援ボランティア
養成講座
　福祉の授業「視覚障がい者ガイド
ヘルプ体験」を支援するボランティア
の育成を図ることを目的に開催しま
す。参加無料。詳しくはお問い合わ
せください。
とき／①10月31日（月）14時～
17時 ②11月4日（金）8時50分～
12時40分
ところ／①千歳市総合福祉センター

402号室（東雲町2-34） ②千歳市立
富丘中学校（あずさ1-2-1）
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議
会 地域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
＊緑のふるさと森林公園　ふれあい
乗馬体験
　スタッフが引く馬に乗って気軽に
乗馬が楽しめる体験会を開催します。
紅葉が広がる自然の中をお馬さんと
一緒にお散歩しよう。詳細は恵庭市
ホームページをご覧ください。
とき／ 10月9日（日）10時～ 15時
※順延日・10月10日（月・祝）、再
順延日・10月23日（日）
ところ／緑のふるさと森林公園（恵
庭市盤尻）
参加費／ 1人500円
問合せ／恵庭市花と緑・観光課
電 話 ／ 33-3131（ 内 線 2521・
2522）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①日本リサイクルネットワーク北海道
「フリーマーケットin ちとせモール」
〈雨天中止〉
とき／ 10月2日（日）9時～13時
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ・電話／ 011-632-1222（日
本リサイクルネットワーク北海道）
②明治「おいしい牛乳イベント」
とき／ 10月2日（日）9時～17時
ところ／ 1階センター広場
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。

ギャラリー左岸
＊嵩文彦展「秋の日を鋏は糊と連れ合
うて」
　立体・平面のコラージュ作品展で
す。観覧無料。
とき／ 10月1日（土）～20日（木）
11時～ 18時（日曜定休）
ところ・問合せ／ギャラリー左岸（千
歳市清水町4-19-2 むつみ屋商店内）
電話／ 23-3363

空の会水彩画展
とき／ 10月2日（日）～ 9日（日）
10時～ 17時（最終日は15時まで）
ところ／千歳公民館1階ロビー（千
歳市真々地176）
講師／山本紘正さん
問合せ・電話／ 23-2076（奈良代表）

ちとせみんなのままカフェ
　情報交換しませんか？ 子連れ歓迎！ 
おひとり様歓迎！ 千歳の街を楽しむ
ため、いろんな事おしゃべりしましょ
う！ 参加無料、前日までに要申込。
とき／ 10月6日（木）10時15分～
12時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（千歳市末広6-3）
問合せ・申込／「ちとせみんなのま
まカフェ」でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの、
ショートメール可）

隆光書道会
＊夢の書展

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

10月5日（水）
16：00まで

10月14日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

市場から青果物や水産物を調達する事業者（買受人）募集中！　
千歳市公設地方卸売市場（☎0123-24-2709）

　千歳市公設地方卸売市場は昭和48 年の開設から本年で50 周年を迎えることとなりました。
これを記念して「千歳市場まつり」を開催いたします。みなさんぜひご来場ください！

～開設50周年記念事業「千歳市場まつり」開催のお知らせ！～ 

Twitter で千歳市場の情報を発信しています !　https://twitter.com/cts_market

会場

千歳市公設地方卸売市場
（上長都 958番地 1）

10月16 日（日） 8:30～12:00

< 主催 > 千歳市公設地方卸売市場連絡協議会

長都駅
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札幌事業所 
千歳工場

千歳市公設
地方卸売市場

キリンビール
北海道千歳工場

ローソン
千歳上長都店
●

恵庭→

●青果・水産物販売 
●きのこ販売
●加工品等販売 
●野菜 袋つめ放題

<物販ブース>
●トルティーヤ
●マグロ握り寿司
●イクラ丼・海鮮丼
●海鮮焼き

<飲食ブース>
●和太鼓演奏
　（和太鼓チーム「千舞泉美太鼓」）
●マグロ解体ショー ●きのこ PRステージ
●模擬セリ（セリ体験）●市場クイズ大会

<イベント>

※物販及び飲食ブースでの販売数には限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。


