ちゃんと

キリンビール北海道千歳工場

＊チラシ持参で見学の方に記念品プレゼント
当工場では、チラシを持ってご来場のお客
様に、記念品をプレゼントするキャンペーンを
実施中です。チラシはまちライブラリーや千
歳水族館、千歳市民病院や千歳市内のホテ
ルなど、千歳市内各所に設置しています。設
置しているキャンペーンチラシを持参の上、
工場見学にお越しください。参加有料、要事
前申し込み。
キャンペーン期間／開催中〜 11 月 30 日
（水）まで（記念品なくなり次第終了）
とき／ 10 時〜 15 時まで、毎時 00 分開始
（12 時はなし）※月曜・火曜休館
参加費／ 20 歳以上 1 名様 500 円 ( 税込 )

耳つぼピッピ

＊パッチ＆波動測定体験会
周波数が細胞にアプローチ？アメリカから
やってきた、世界初の健康器具（シール型パ
ッチ）の体験型イベント。ペット、赤ちゃん、
お年寄りも使用可能。薬物興奮剤無しパッ
チの秘密をご紹介。波動測定は 1 分間で
す。事前予約優先。当日来館可。
とき／ 10 月 30 日（日）10 時 30 分〜 13 時
（10 時開場）
ところ／緑と語らいの広場えにあす 1 階会
議室 4（恵庭市緑町 2-1-1）
参加費／ 1000 円（パッチプレゼント付き）
問合せ・予約／耳つぼピッピ
電話／ 080-5591-4698
（ショートメール可）

NPO 法人まちづくりスポット恵み野

＊絵本作家かとうまふみさんと大きな絵本を
作ろう！
絵本作家のかとうまふみ先生と一緒に大き
な段ボールに画用紙を貼って自由に絵を描い
たり、ハロウィンらしくおばけを描いてみたりあ
なただけの絵本を描いてみませんか。まふみ
先生による
〝読み聞かせ〟
もあります。
とき／ 10 月 30 日（日）13 時〜 14 時 30 分
ところ／花の拠点はなふる 大きなカステ
ラが焼ける庭（恵庭市南島松 828-3）※雨
天時はセンターハウス
参加費／ 500 円（一家族）
その他／汚れても良い服装でお越しください

＊小学校体育館でおもいっきり動こう
お子様は毎日息が上がる運動を行ってい
ますか？運動は体を丈夫にし、心や頭も育
てます！ 低学年までにやっておきたい動き
をプロデュースしています！
とき／ 11 月 13 日（日）小学生の部 11 時
30 分〜 12 時 30 分
ところ／恵庭市立恵み野小学校（恵庭市恵
み野南 4-1-1）
対象／小学校 1 〜 3 年生
内容／サーキット運動、かけっこ、ボール運
動、鉄棒など。運動は学年ごとに行います
参加費／ 700 円
定員／各 35 名（先着順）
申込方法／氏名（子・保護者・子フリガナ）
、
学校園名・学年、住所、連絡先（連絡のつく
電話番号）を記入の上、メールにて申込
その他／引率者（見学）は 1 名のみ
問合せ・申込／子ども体力向上プロジェク
ト事務局 遠藤
次回の掲載は11月18日発行のちゃんと845号です。
E メール／ genki̲eniwa@yahoo.co.jp
お楽しみに!！

仲間募集

申込期限／ 2022 年 12 月まで
問 合 せ・ 申 込 ／ 28-2410（ 松 島 ）
、331897（土本）

男の料理サークル「男厨会」

＊メンバー募集
毎月第 4 日曜日に男の料理を楽しむ「男
厨会」では、新メンバーを募集しています。
当分は「手作り弁当」を作ります。次回は 10
月 23 日（日）9 時〜 13 時、鶏肉と卵の味噌
煮、鮭のサラダ他 3 品を調理します。参加し
てみませんか？
とき／毎月第 4 日曜日
ところ／千歳市総合福祉センター 3F 調理
実習室（千歳市役所隣）
参加費／ 1回1500円 ※別途年会費1000円
問合せ・申込・電話／ 090-1648-4923
（中川）

女性のためのスキーサークル「ウッ
ドペッカーズ」

初心者から経験者まで、一緒にスキーを
楽しみましょう。千歳スキー連盟の指導員か
ら、段階に応じたレッスンが受けられます。
詳しくはお問い合わせください。
対象／女性（年齢、スキー経験不問）
とき／ 1 月〜 3 月の木曜日（全 10 回）10 時
〜 15 時
ところ／長沼スキー場、夕張マウントレース
イスキー場
参加費／年会費 1 万円（スポーツ保険料、リ
フト代、昼食代は各自で負担）

お売りください！
！

ブランドバッグ など

高価買取！！

不要な金・貴金属、
ダイヤ、
ブランド品、切手等を売るなら専門店だからこそできる
「おたからや」にお任せください。

・金
・プラチナ
・貴金属

・ダイヤモンド
・宝石

どんな状態でもOK！ どんな状態でもOK！

ブランド
バッグ

ブランド
時計

どんな状態でもOK！ どんな状態でもOK！

雨の日や雪の日も
ご来店いただける
駐車場完備！

錦町店

ブランド時計
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千歳友の会

＊家事家計講習会
毎月当紙でコラム「衣食住」を担当してい
る友の会です。来年こそは、家計簿生活を始
めてみませんか。スマホでつける家計簿の紹
介や、身近なことから始められるSDGs の取
り組みも紹介します。参加有料、要事前申込。
とき／ 11 月 5 日（土）
、8 日（火）いずれも
10 時 30 分〜 11 時 30 分
ところ／オンライン（Zoom を使用）
参加費／ 200 円
定員／各回 25 人
申込方法／ E メールまたはショートメール
で、氏名・メールアドレス・参加希望日をお
送りください。
問合せ・申込／千歳友の会
Eメール／ chitose.tomo-24@outlook.jp
電話／ 080-6635-8388（ショートメール
でお願いします）

えにわハロウィンヨガ

＊ハロウィン気分でヨガを楽しく！
ハロウィンをヨガで楽しもう！プチ仮装で
の参加も大歓迎！オレンジ色の物やハロウィ
ングッズ持参で、ノベルティ―プレゼント！
要事前申込
とき／ 10 月29日
（土）
10 時〜 11時 20 分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（恵庭市
緑町 2-1-1）
参加費／ 1000 円
対象／どなたでも
定員／ 6 名
申込期限／ 10 月 28 日（金）まで
問合せ・申込／ Yoga KULA タグチ
電話／ 090-6992-0199

子ども体力向上プロジェクトver. 恵 ޯ
庭
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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／ 10 月 29 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

ජᱦ㜞ᩞẂ↹⎇ⓥㇱ╙  ࿁
ᖡ㝷ࠕ࡞ࡔߩࡂࡠ࠙ࠖࡦ D[ᒎ↢

㮆

デュエルマスターズカードゲーム大会

恵庭自動車学校

＊セーフティー・サポートカー体験会
いつまでも安全なドライブができるよう、
事故の要因の一つである身体機能の低下に
ついての講話や、最新の事故防止機能がつ
いた車の試乗会を行います。参加無料。要
事前申込。
とき／ 10 月 27 日（木）14 時〜 16 時
ところ／ 恵 庭自動 車 学 校（ 恵 庭 市 黄 金 北
2-1-3）
対象／運転に不安のある方、サポートカー
に興味のある方
定員／ 13 名程度
申込期限／ 10 月 24 日（月）まで
問合せ・申込／たよれーるみなみ
電話／ 34-8467

恵庭消費者協会

＊牛乳・乳製品料理講習会
牛乳・乳製品を使った料理講習会です。作
った料理は、お昼に皆さんでいただく予定で
す（新型コロナ感染状況によっては、お持ち
帰りいただきます）
。参加無料。要事前申込。
とき／ 11月3日
（木・祝）
9 時 45 分〜 13 時
ところ／北海道文教大学 1 号館 1 階調理室
（恵庭市黄金中央 5-196-1）
講師／北海道文教大学人間科学部健康栄養
学科 小塚美由記准教授
内容／カボチャの牛乳そぼろ煮、五目ミル
ク炊き込みご飯、鮭のムニエルホワイトソー
スかけほか
定員／ 30 名（定員になり次第締切）
持ち物／エプロン、三角巾などをご持参く
ださい
申込期限／ 10 月 28 日（金）まで
問合せ・申込／恵庭消費者協会
電話／ 32-8193（平日10 時〜 16 時）
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結成 18 周年を迎えた千歳のご当地アイド
ル
「シャオニャン」
が、アイスやピッツアのお店
「花茶」で野外ライブを開催します。秋の景
色と味覚に加えて、明るいステージをお楽し
みください。観覧無料、申込不要。
とき／ 10 月 23 日（日）13 時 30 分〜 ※雨
天時は 11 月 3 日（木・祝）に延期
ところ／花茶（千歳市泉郷 479）
問合せ・電話／ 080-5585-0165（シャオ
ニャンプロジェクト）
、29-2888（花茶）
Eメール／ xiaoniangofficial@gmail.com

歩（あらた）窯

＊手づくり陶器・秋の我楽多市
今回はクリスマスグッズ・酒器など用意しま
した。お気に入りの器で、長い冬を楽しみませ
んか。数に限りがありますのでお早めにどうぞ。
マスク着用、
買い物袋ご持参ください。
とき／ 10 月 23 日（日）9 時 30 分〜 15 時
ところ／歩
（あらた）窯
（恵庭市南島松 596、
花の拠点
「はなふる」
近く）
※駐車場あり
問合せ・電話／ 090-6219-7252（坪松）
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問合せ／ NPO 法人まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232（火曜日定休）
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シャオニャンライブ in 花茶

※ 19 歳以下は無料
定員／ 1 ツアー 12 人まで ※詳しくは問合
せ窓口までお尋ねください。
問合せ・申込・電話／ 24-5606（9 時 30 分
〜 16 時 30 分）
、月曜・火曜休館
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料、要事前申込。
とき／ 10 月 29 日（土）13 時〜 17 時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（千歳市
末広 6-3）
定員／ 10 人（先着順）
参加費／ 500 円（材料費として）※小学生
以下の子どもは無料
持ち物／木くずの付きにくい服装、座布団
など（板の上に座るため、尻当てとして使用
します）
申込方法／主催者（後藤）またはまちライブ
ラリー＠ちとせまでお電話ください。
申込締切／ 10 月28日
（金）
12 時まで
問 合 せ・申 込・電 話 ／ 090-9759-6713
（後藤）
、21-8530（まちライブラリー @ ち
とせ）

2022 年 10 月 21 日（金）

☎0123-42-2268
千歳市錦町2丁目23-1
●営業時間/10〜18時 ●定休日/日曜・年末年始
北海道公安委員会 第134080000071号
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とんかつ
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いきなり!
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浅沼皮膚科医院

おたからや
錦町店

