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越）
持ち物／飲み物、雨具、他各自必要と思う
物
その他／交通手段のない人向けに車を用
意します。事務局に事前連絡の上、8時
50分に千歳市総合福祉センター集合とな
ります。
問合せ／千歳歩こう会
電話／ 090-5074-5651（結城）

Music Wave
①Cuatro Especias（クワトロ エスペシ
アス）ライブ
　スペイン語で4つのスパイスを意味す
るCuatro Especiasは、ヴァイオリン、
ギター、ベース、ドラムの構成。4人から
生まれるアイディアをスパイスとする独自
のサウンドで、ピアソラの作品を中心に、
タンゴやジャズをオリジナリティ溢れるア
レンジでお楽しみいただきます。
出演／山本泰子（ヴァイオリン）、町田拓
哉（ギター）、斎藤里菜（ベース）、川合草平
（ドラム）
とき／ 10月8日（土）開場18時30分、
開演19時30分
参加費／ 2500円（要1ドリンクオーダ
ー）
その他／ご希望の方、Music Wave特製
ココナッツチキンカレー（1200円）有 ※要
予約
②Hacchi コンサート「デイヴィッド・マシ
ューズの世界」
　世界的ジャズピアニスト、アレンジャー、
作曲家であるデイヴィッド・マシューズ氏が
「Hacchi」のために書き下ろした「ヴァイ
オリンとヴィオラのための二重奏曲」のシ
リーズです。躍動感溢れるリズム、美しい
メロディーをお楽しみください。
出演／瀧本志保（ヴァイオリン）、後藤美
和子（ヴィオラ）
とき／ 10月14日（金）開場18時30分、
開演19時
参加費／ 2000円（1ドリンク付）
①②共通
ところ・問合せ・申込／Music　Wave
（千歳市北栄2-16-15）
電話／ 090-9514-6123（後藤）

お寺deヨガをはじめよう
　寒露の日に夜のお寺でヨガをしてカラ
ダを温めましょう。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。何かを始めたい方は、朝ヨガチャ
レンジがいいですよ。広くて明るいキッズ
スペース有。参加有料、要事前申込。
とき／①10月8日（土）20時～20時45
分 ②10月16日（日）8時45分～ 9時
45分 ③10月30日（日）8時45分～ 9
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）

満月を迎えるお寺ヨガ
　新月満月を迎える時間に近い夜、お寺
でヨガをしています。ぜひお越しくださ
い。参加有料。
とき／ 10月9日（日）19時～ 20時
ところ／千正寺（千歳市清水町1-18）
参加費／1200円（５回チケット5000円）
持ち物／ヨガマット、飲み物
問合せ先・申込・電話／ 080-9616-
7975（須藤）

なの花薬局千歳長都店　健康相談
会
　骨健康度測定器を使った健康チェック
や、お薬・健康に関するご相談などに薬
剤師がお答えいたします。お気軽にご相
談ください。初日のみ管理栄養士による
栄養相談を行います。参加無料、申込不
要。
とき／ 10月11日（火）～13日（木）10
時～ 16時 ※12日は13時まで

ところ・問合せ／なの花薬局千歳長都店
（長都駅前3-1-30）
電話／ 49-4193

chiffonでお茶会
　お茶を飲みながら、みなさんの趣味や
興味があることなど、おしゃべりを楽しみ
ませんか？ 参加有料、要事前申込。
とき／ 10月20日（木）10時30分～12
時
ところ／ KALAMA（千歳市北光7）
参加費／ 500円
申込方法／ 10月17日（月）までに、ショ
ートメールにて申込。※フルネームを記
入してください。
問合せ・申込・電話／ 090-7514-1917
（サトウ）

親子ハロウィンイベント
　恵庭の英会話教室「KAERU English 
school」とのコラボ企画。「むし歯予防」
と「えいご」を歌に合わせて親子で楽しく
学べるイベントです。ハロウィンの仮装歓
迎！ ぜひ親子でご参加ください。参加有
料、要事前申込。
対象／ 3～ 5歳の未就学児と保護者（ご
兄弟も参加OK）
とき／ 10月24日（月）14時30分～15
時30分
定員／ 5組（先着順）
参加費／ 1組1000円
申込方法／ほくよう歯科クリニックの
Instagram（hokuyo_dentalclinic）また
は電話にて、名前・年齢・電話番号を連
絡
ところ・問合せ・申込／ほくよう歯科クリ
ニック（千歳市北陽6-18-3）
電話／ 40-1818

えにわ市民プラザ・アイル
＊10月の行事予定
①展示・「たかたのりこ　絵本と絵はがき
展」
とき／ 10月3日～ 15日（土）10時～
17時
②展示・和美彩美（わびさび）「一閑張り
とポーセラーツ・布小物の展示会」～伝
統的な和の工芸と白磁に美しい絵柄の器
がコラボレーション～
とき／ 10月17日（月）～29日（土）10
時～ 17時
内容／一閑張り　小酒井美津栄さん、ポ
ーセラーツ　晴山眞智子さん・渡辺修子
さんほか、和の小物　大月貞子さん
③花育・おうちに切り花を飾ってみよう
とき／ 10月8日（土）・29日（土）10時
30分～ 12時
定員／ 5名（申込順・要予約）
申込期限／開催日2日前まで
参加費／お問合せください
講師／山田きみ子さん（「Amber」*花の
ある暮らし*いのちとこころの花育®Haru
花育講師）
④タロット占い～タロットカード・西洋占
星術・手相の3つの占術で占います～
とき／ 10月12日（水）13時～ 16時
定員／ 5名（1人20分・申込順・要予約）
参加費／お問合せください
講師／山田小百合さん
⑤フットケア体験～足もとから美容と健康
を考える～
とき／ 10月25日（火）11時～ 15時
定員／ 7名
参加費／お問合せください
講師／ Kayoさん（フットケアセラピスト）
⑥スマートフォンの使い方相談
とき／ 10月12日（水）10時30分～12時
参加費／ 100円（15分程度）
定員／ 10名（申込順・要予約）
講師／水野みどりさん
⑦鍼灸＆ストレッチング～腰、肩、肉体疲
労に効果あり～
とき／ 10月18日（火）10時30分～12時
定員／ 5名（申込順・要予約）
参加費／お問合せください
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院

院長）
⑧笑顔いきいき体操
とき／ 10月18日（火）13時～ 14時
申込期限／前日まで
定員／ 10名
参加費／ 500円
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整骨院
院長）
⑨パワーストーンブレスレットの浄化とゴ
ム交換
とき／ 10月15日（土）13時～ 15時
参加費／ 100円～
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／ Cait・Sith 青木さん
⑩チョークアートのワークショップ～オイ
ルパステルを使ってブラックボードに絵を
描く新しいアートです～
とき／ 10月15日（土）・17日（月）10
時30分～ 12時
参加費／お問合せください（17日はボー
ドの製作を含む）
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／鷲尾歩さん（MCAティーチャーコ
ース卒業）
⑪アクセサリーのメンテナンス
とき／ 10月15日（土）13時30分～ 15
時
定員／ 5名
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
①～⑪共通
開館時間／ 10時～ 17時　※休館日・
日曜、祝日、10月31日（棚卸のため）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

2022恵庭ものづくりフェス×ミナ
ミナ市in千歳レラ
　ものづくりやパン、お菓子、飲食のお店
が150店、キッチンカー 14台が千歳レ
ラ全館に出展。屋根付きの回廊下に出展
しているお店を巡ったり、音楽LIVEやイ
ンスタレーション、ライブペインティング
を眺めたり、ワークショップ（有料）や手作
りおもちゃ遊び、クイズラリーでお子さん
と夢中になったり、秋の1日を千歳レラで
楽しんでください。
とき／ 10月9日（日）10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ（千
歳市柏台南1-2-1）
その他／マスク着用等、新型コロナウイ
ルス感染拡大予防にご協力ください。当
日体調の悪い方は来場をお控えくださ
い。※日程が延期・中止となる場合があ
ります。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）
Eメール／ eniwa.mono@gmail.com

えにわ楽々歩こう会
＊奥の道4.5㎞
とき／ 10月15日（土）9時30分集合
集合場所／恵み野駅西口
参加費／ 200円（保険料）
持ち物／タオル、水、帽子
問合せ／えにわ楽々歩こう会
電話／ 36-7877（松尾）

ミナミナ市
＊キッチンカーフェスinはなふる
　はなふるガーデンエリアに12台のキ
ッチンカーが集合し、2日間にわたってキ
ッチンカーフェスを開催します。15日に
は「はなふるアートファンタジア」同時開
催（雨天の場合は16日）。また、15・16
日の両日は同じガーデンエリア内・暮らし
を恵む庭で「日本茶カフェ」が同時開催。
とき／ 10月15日（土）・16日（日）12
時～ 18時
ところ／花の拠点はなふる（恵庭市南島
松828-3）
その他／マスク着用等、新型コロナウイ
ルス感染拡大予防にご協力ください。当
日体調の悪い方は来場をお控えくださ
い。※日程が延期・中止となる場合があ

ります。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）
Eメ ー ル ／ minamina-ichi@hotmail.
com

親業講演会「大切な人にあなたの
愛が伝わっていますか」
　親業とは、臨床心理学者トマス・ゴード
ン博士により確立されたコミュニケーショ
ントレーニングのプログラムです。「子ど
も」も「親自身」も大切にするあたたかい
関係づくりを目指し、「聞く」「語る」心を
通わすコミュニケーションを一緒に学んで
みませんか？参加有料。要事前申込
とき／ 10月19日（水）10時～12時30
分
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
参加費／ 2000円
申込期限／ 10月18日（火）まで
問合せ・申込・電話／ 090-8898-9786
（加藤）

ENIWA CRAFT ACOUSTIC 
FES 2022
　アコースティックライブ（アマチュア）
14組、クラフトワーク出店10店ほか
とき／ 10月30日（日）11時～ 19時
ところ／緑と語らいの広場えにあす　ホ
ール（恵庭市緑町2-1-1）
入場料金／一般1500円、大学生・専門
学校生・高校生・中学生は身分証明書提
示で無料、小学生以下無料
その他／出演者、クラフト作家出店者募
集中（参加料必要。お問合せください）
問合せ・申込／ENIWA CRAFT 
ACOUSTIC FES実行委員会
電話／ 080-5118-9635（竹内）

次回の掲載は11月4日発行のちゃんと843号です。
お楽しみに!！


