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千歳市
まちライブラリー＠ちとせ
＊ちとせまちライブラリーブックフェスタ
2022
①ちとせまちライブラリーブックフェスタ
2022報告会・特別講演
　サポーターのみなさんと一緒にイベント
を振り返るほか、一般財団法人森記念財
団の小林重敬氏をお招きし、グリーンベル
トも利用した今回の取り組みを考える特
別講演『エリアマネジメントで変革する公
園』を開催します。参加無料、申込不要。
講師／小林　重敬 氏（一般財団法人 森
記念財団）
とき／10月20日（木）13時30分～16時
②防災の「本のフルコース」公開インタビ
ュー
　おすすめ本を料理のフルコースに見立
てて選ぶ「本のフルコース」。今回は「防
災イベント」の一環として、千歳市総務部
危機管理課の髙橋裕輔さんおすすめの防
災本をライターの佐藤優子さんが公開イ
ンタビューします。参加無料、申込不要。
とき／ 10月23日（日）14時～15時30分
①②共通
対象／どなたでも
ところ・問合せ／まちライブラリー＠ちと
せ（末広6-3）
電話／ 21-8530

千歳恵庭地域助産師会
＊妊婦さん教室
　今回はオンライン講座です。参加無料、
要事前申込。
内容／①出産前に知りたい母乳のこと：
母乳が上手くあげられない、量が増えな
い、よく詰まるなどのご相談が増えてい
ます。母乳育児成功のためのポイントを
お伝えします。②赤ちゃんの心の発達と
関わり方：表情豊かでコミュニケーション
上手な赤ちゃんになるための大切な関わ
り方のポイントをお伝えします。
とき／ 10月27日（木）15時～ 16時
ところ／オンライン
問合せ・申込・電話／ 070-3861-9538
（マナ助産院　木戸）

学ばさるプロジェクト
＊気候変動ジブンゴト化～お話会＆ワーク
ショップ
　千歳で、RPG型冒険学習プロジェクト
が始まります。自分が住んでいる「チトセ
シ」をフィールドに、ゲームみたいに面白
がりながら環境問題を身近にしちゃいまし
ょう！ 当日は宇宙船チトセコ号のワークシ
ョップと、青葉公園フィールドワークを行
います。参加有料、要事前申込。
とき／ 10月30日（日）10時～ 16時 ※
昼食持参
ところ／千歳公民館、青葉公園周辺
参加費／ 500円
持ち物／筆記用具、軍手、動きやすい服
装、防寒具、昼食、飲み物 ※土を観察す
るワークショップを行います。自宅でも観
察を続けたい方は、梅酒瓶（2～ 4L）と
小さいスコップをお持ちください。
申込方法／ 10月27日（木）までに電話、
Eメールで申込
問合せ・電話／ 080-6401-0612（チト
セコ　イベント担当）
申込・電話／ 080-5580-6421（角谷）
Eメール／ chitoseco2022@gmail.com

令和4年度 園芸教室
＊針葉樹とシクラメンで作るクリスマスの
寄せ植え
　シクラメンを使って落ち着いた雰囲気
の寄せ植えを作ってみませんか？ 作った
作品は、持ち帰って室内や玄関などに飾る
ことができます。 参加有料、要事前申込。
講師／中野　美恵子 氏（日本ハンギング
バスケット協会公認講師）
対象／千歳市民
とき／ 11月18日（金）【午前の部】10時
30分～12時 【午後の部】14時～15時
30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会議室
（千歳市北栄2-2-11）
定員／各回20組（申込順）
参加費／ 1500円（材料費の一部）
持ち物／汚れても気にならない服装、作
品を持ち帰る袋（40cm×40cm程度）
申込方法／10月17日（月）～28日（金）
までの間に、住所・氏名・連絡先を電話
でお知らせください。
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団
電話／ 22-1117（平日8時45分～17時
15分）

千歳公民館
＊セミナー開催のご案内
①「自分らしい生き方をデザインする～ジ
ェンダー平等を教育と歴史の視点から考
える」
　日常の「どうしてこんな思いをしなくて
はいけないの？」という疑問、社会の根底
に潜む原因を紐解き、自分らしい生き方
について考えます。共著に「北海道社会と
ジェンダー」（明石書店）がある川名早苗
氏（博士【学術】コミュニケーション論、ジ
ェンダー論）がレクチャー。
とき／ 11月19日（土）10時～ 12時
②今日から取り組もう！ 防災
　地震や台風、大雨など、災害への備え
は重要です。日々の備えから、家族の防
災力を高めるためのポイントなどを紹介
します。全国公民館連合会と協賛会員で
ある明治安田生命保険相互会社が共同で
推進する「地元の公民館元気プロジェク

ト」として開催し、明治安田生命保険相互
会社の専任講師がレクチャーします。
とき／ 11月1日（火）10時～11時30分
①②共通
定員／ 20人（先着順）
受講料／無料
ところ／千歳公民館(真町176-3)
申込方法／ 10月11日（火）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）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①宝 市゙（だからいち）
とき／ 10月14日（金）～20日（木）10時
～18時
ところ／ 1階センター広場
②お野菜キッチン しるしる「スープ・マフ
ィン販売」
とき／ 10月15日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③殿すずめ「クレープ販売」
とき／ 10月16日（日）9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／ 10月16日（日）9時～景品が無く
なり次第終了
ところ／ 1階センター広場
⑤DELILABO「ベビーカステラ」
とき／ 10月18日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥エーテル「ソフトクリーム販売」
とき／ 10月19日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦DOS「ウォーターサーバーキャンペーン」
とき／ 10月19日（水）・20日（木）10時～
19時
ところ／ 1階センター広場
①～⑦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。

読書会RBC
＊読書会を再開します
　当会の読書会は申込不要、入退出自由
です。お気軽にご参加ください。
①平家物語音読会・りんりんろうろう
とき／ 10月14日（金）14時～ 15時
ところ／向陽台コミュニティセンター（千
歳市里美2-9-2）
②響遊
　参加者同士で持参した1冊を紹介します。
とき／ 10月14日（金）19時～ 20時
③RBC・本を読もう会
　1人の担当者が1冊を音読して紹介し
ます。当日は『水を縫う』（寺地はるな作）
を上村文恵さんが音読します。
とき／ 10月21日（金）19時～ 20時
④平家物語音読会
とき／ 10月22日（土）11時～ 12時
②～④共通
ところ／ミナクール（千歳市千代田町
5-7-1 市民ギャラリー 4F）
①～④共通
問合せ・申込・電話／ 24-4640（山田）

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。和太鼓を体験す
る「お楽しみタイム」もご用意。要事前申
込、詳細はお問い合わせください。
とき／ 10月18日（火）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／ 10月15日（土）・17日（月）
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

なごみの会
＊背骨コンディショニング
　背骨を整えることで、首のこりや肩のこ
りを改善できます。参加有料。
とき／ 10月21日（金）19時30分～20
時30分
ところ／千歳市総合福祉センター（東雲
町2-34）
参加費／ 1300円
持ち物／ヨガマット（なければバスタオ
ル）、飲み物、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 080-1863-0753
（ながせ）

第34回千歳手工芸協会作品展
　所属11団体による3年ぶりの作品展
です。体験講習や作品販売もあります。
収益金の一部は、千歳市社会福祉協議会
に寄付します。観覧無料。
とき／ 10月22日（土）、23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／千歳手工芸協会
電話／ 24-5336（井上会長）

お家づくりセミナー
　お家づくりの進め方や始める前に何を
したらいいのか悩んでいる方に向けて、
最新の家づくり情報をたくさんご紹介致
します。参加無料（おみやげ付き）、要事
前申込。参加人数には限りがあります。
とき／ 10月22日（土）13時30分～15時
ところ／北ガス文化ホール（千歳市北栄
2-2-11）
問合せ・申込／住まいの無料相談窓口「む
すぶ」
電話／ 0120-62-1862

だれでもかんたん「レジンアクセ
サリー作り」
　しおり、ストラップ、ヘアゴム、ペンダ
ントなどを作れます。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23日（日）10時30分～12時
参加費／ 1人600円
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広
6-3）
定員／ 10人
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）

北斗認定こども園　ルンルンらび
っと
＊ハロウィン
　みんなで仮装してハロウィンパーティー
を楽しみましょう！ 参加無料、要事前申込。
とき／ 10月25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

チトセ市民芸術祭
＊千歳美術協会美術展
　観覧無料です。10月20日（木）まで、
一般作品の応募受付を行っています。詳
しくはお問い合わせください。
とき／ 11月4日（金）～6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（千歳市千
代田町5-7-1）
問合せ・電話／ 24-4702（千歳美術協会　
高木）

お母さんのための食の勉強会
＊クローズアップ玄米食
　古来から日本人を支えてきた主食・玄
米。どのように身体に良いのか、知ってい
るようで分からないことがたくさんありま
せんか。株式会社玄米酵素・澤井さんに

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19日（水）
16：00まで

10月28日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳営業所（流通3丁目3-12） 　駐車スペース有 利用バス：つたいバス（道内）
バスツアー・旅プランHOKKAIDO LOVE! 割

いしかわ旅行割

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部恵庭有）■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

※契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し弊社の規定により申し受けます。
詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※全て税込です。 ※写真・イラストはイメージです。

北湯沢 森のソラニワ入浴
伊達人気のそば処昼食・
道の駅お買物

日帰り

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
食事▶1昼（えび天そば）付
出発▶千歳8:20、恵庭9:00 
帰着▶恵庭16:00頃、千歳16:30頃

10/27木出発日

入浴料・タオル込

5,910円■支払額
〈大人〉お1人様

9,850円旅行代金 3,940円補助額

最大補助額1名1泊あたり8,000円（交通付）•5,000円（その他）
クーポン券 3,000円（平日）・1,000円（休日）
最大補助額1名1泊あたり8,000円（交通付）•5,000円（その他）
クーポン券 3,000円（平日）・1,000円（休日）

※ワクチン（11/1～ 3回）証明書又は対象
検査陰性証明書・身分証・同意書（全員
分）が必要です。予算終了又はは感染拡大
等により中止となる場合がございます。

※ワクチン（11/1～ 3回）証明書又は対象
検査陰性証明書・身分証・同意書（全員
分）が必要です。予算終了又はは感染拡大
等により中止となる場合がございます。

全国旅行支援適応 割引40%（一律）

クーポン券 3,000円

みついし昆布温泉
海鮮昼食＆入浴

日帰り

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
食事▶1昼（海鮮ちらし膳）付
出発▶千歳8:00、恵庭8:40 
帰着▶恵庭16:30頃、千歳17:00頃

11/22火出発日

入浴料・タオル込

6,030円■支払額
〈大人〉お1人様

10,050円旅行代金 4,020円補助額

クーポン券 3,000円

～夕日がきれいな街～
釧路に泊まる
【かきガンガン焼き•海鮮丼】 昼食
釧之助・和商市場お買物

2日間 3日間

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
食事▶1朝1昼付
宿泊▶1日目：ホテルルートイン釧路駅前
出発▶千歳8:30、恵庭9:10 
帰着▶恵庭16:40頃、千歳17:10頃

(1～2名1室）

（3～4名1室）10/30日出発日

18,950円■支払額
〈大人〉お1人様

26,950円旅行代金 8,000円補助額

クーポン券 3,000円

至福の時間 和倉温泉
名旅館「加賀屋」に泊まる
金沢・能登半島絶品グルメ旅

集合場所▶新千歳空港　
食事▶2朝3昼1夕付
宿泊▶1日目：ザ・スクエアホテル金沢又は同等クラス
　　　2日目：加賀屋
利用バス：富士交通又は同等（道外） 利用航空会社：ANA

12/7水出発日

113,800円
■支払額〈大人〉お1人様

129,800円
旅行代金

（2名1室）

123,800円
■支払額〈大人〉お1人様

139,800円
旅行代金

補助額 16,000円・クーポン券 6,000円


