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千歳市
千歳市立図書館
＊令和4年度 読書週間事業
①もう観た？ もう読んだ？ メディア化され
た原作本特集
　名作として名高い懐かしい作品から、近
年ヒットした話題作まで、映画やドラマなど
メディア化された原作本の紹介・展示を行
います。
とき／開催中～11月11日（金）まで
②映画上映会（2階 AV室）
とき・内容／①10月29日（土）14時～16
時40分『レ・ミゼラブル』 ②10月30日（日）
14時～15時35分『姉妹』 ③11月3日（木・
祝）14時～15時30分『伊豆の踊子』 ④11
月5日（土）14時～16時40分『横道世之介』
定員／各回50人
①②共通
問合せ・ところ／千歳市立図書館（真町
2196-1）
電話／ 26-2131

北星病院 令和4年度 第3回 健康
教室
　理学療法士が「体に無理のない筋トレ」に
ついて講話し、自宅できる簡単な筋トレ方法

の紹介を行います。参加無料、前日17時ま
でに要事前申込。
講師／リハビリテーション科　長山　裕史
（理学療法士）
とき／ 10月27日（木）13時～ 14時（開
場は12時30分から）
ところ／北星病院 通所リハビリセンター 2
階（千歳市清流5丁目4-2）
定員／ 25人（先着順）
持ち物／上靴
問合せ・申込／北星病院 リハビリテーショ
ン科
電話／ 24-1121（リハビリテーション科　
澤野）

千歳市不登校の子を支える親の会　
ぽっけ
　不登校、行き渋りのお子さんを支える親御
さん同士の茶話会です。「話すこと聞くこと
で心を軽く」を目的に開催しています。
とき／ 10月23日（日）14時～16時
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店 2
階和室（千歳市住吉4-14-11）
参加費／ 200円（会場費）
問合せ・申込／不登校訪問支援カウンセラ
ー　今野
電話／ 090-5822-8798

チトセ市民芸術祭 2022
＊千歳市文団協創立40周年記念 舞台・展
示行事
①第25回子どもアート&DANCE DANCE 
DANCEフェスティバル
とき／ 10月23日（日）17時30分開演、
20時終演
ところ／北ガス文化ホール 大ホール
参加費／前売り券1000円 ※当日券なし
問合せ・電話／ 090-1643-9975（ちとせ
ジャズダンス連盟 房立）
②邦楽邦舞の会〈観覧無料〉
とき／ 10月30日（日）13時開演、15時
10分終演
ところ／北ガス文化ホール 中ホール
問合せ・電話／ 24-1400（千歳邦楽邦舞
協会 南雲）
③総合舞台公演〈観覧無料〉
とき／ 11月6日（日）11時開演、15時終演
ところ／北ガス文化ホール 大ホール
④総合作品展Ⅰ〈観覧無料〉
とき／ 11月4日（金）～6日（日）10時～
17時 ※最終日は16時まで
内容・ところ／【菊花展】3階エントランスホ
ール 【総合華展】ホワイエ 【作品展（文芸・レザ
ー・書道・写真・工芸等）】3階中会議室、4階
大会議室ほか ※すべて北ガス文化ホール内
⑤総合作品展Ⅱ〈観覧無料〉
とき／ 11月4日（金）～6日（日）10時～
17時 ※最終日は16時まで
内容・ところ／【美術展】展示ホール1 【書
道展】展示ホール2 ※いずれも千歳市民ギ
ャラリー内
⑥第46回道民芸術祭兼第49回石狩管内
郷土芸術祭〈観覧無料〉
とき／ 11月19日（土）・20日（日）10時
～ 17時 ※最終日は15時まで
ところ／千歳市民ギャラリー 展示ホール1・2
③～⑥共通
問合せ・電話／ 22-7170（千歳市文化団
体連絡協議会 神子）

千歳市埋蔵文化財センター
①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／ 11月5日（土）9時～12時
集合場所／千歳市役所駐車場
定員／ 30人
持ち物／マスク、雨具、飲み物
申込期間／ 10月24日（月）～ 11月4日
（金）まで
②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／11月13日（日）9時30分～11時45分
集合場所／千歳市役所駐車場
定員／ 20人（先着順）
申込期間／ 10月24日（月）～11月11日
（金）まで
持ち物／マスク、雨具、飲み物
③公開講座「森町 鷲ノ木遺跡について」
　世界遺産『北海道・北東北の縄文遺跡群』
の関連資産でもある「史跡鷲ノ木遺跡（森町）」
についての講演会を行います。参加無料。
とき／ 11月19日（土）13時30分～15時
定員／ 40人（先着順）
申込期間／ 10月24日（月）～11月18日
（金）まで
①～③共通
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・第2日曜日 9時
～ 17時）

コープさっぽろよろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　買い物ついでに気軽に立ち寄れる相談窓
口として“ちょこっと茶屋”を開催します。高
齢者のふれあい、生きがい、健康づくり、引
きこもり防止等。健康や介護、福祉に関する
相談にも無料で応じます。当日は、ヤクルト
さんが「健腸長寿」と題して、腸を丈夫にす
ることが健康を支えるのに重要と説明する
ミニ講話を行います。定員があるため、要
事前申込。参加無料。
とき／ 11月10日（木）10時～11時30分
ところ／コープさっぽろ パセオすみよし店内

イートインスペース（千歳市住吉4-14-11）
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
FAX／ 27-2528

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①K＆Ａ Kitchen Sugar「マラサダドーナ
ツ販売」
とき／ 10月21日（金）10時～17時
ところ／東側出入口前
②旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 10月22日（土）10時～17時
ところ／東側出入口前
③えびす堂「白いたい焼き販売」
とき／10月22日（土）・23日（日）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
④中古車ビッグバザール in ちとせモール
とき／10月22日（土）・23日（日）10時～17時
ところ／平面駐車場特設会場
⑤au・UQモバイルキャンペーン
とき／10月22日（土）・23日（日）10時～19時
ところ／ 1階センター広場
⑥DELILABO「ベビーカステラ」
とき／ 10月24日（月）10時～17時
ところ／東側出入口前
⑦DELILABO「ロングポテト」
とき／ 10月25日（火）10時～17時
ところ／東側出入口前
⑧千歳市生活支援体制整備事業「げんき茶
屋」
とき／ 10月25日（火）10時～11時30分
ところ／ 1階センター広場
⑨お野菜キッチン しるしる「スープ・マフィ
ン販売」
とき／ 10月26日（水）10時～17時
ところ／東側出入口前
⑩スーパーアークス長都店「フレップ　団
子・大福販売」
とき／ 10月26日（水）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
⑪殿すずめ「クレープ販売」
とき／ 10月27日（木）9時～17時
ところ／東側出入口前 
①～⑪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。

楽しく筋力アップ！
＊「 F A T B U R N E X T R E M E 」
「STRONGNATION」
　FBXは20分間だけ頑張ったり休憩したり
を繰り返すトレーニング。STRONGは音楽
に合わせてパンチやキックが混じった45分
間のトレーニング。自分のその日のMAXを
出し切って、健康的な身体を作っていきまし
ょう！ 参加有料、申込不要。
とき／【毎週金曜日】19時50分～ 20時
45分【毎週土曜日】19時～19時45分
ところ／【毎週金曜日】北桜コミセン【毎週
土曜日】花園コミセン
参加費／ 1000円
持ち物／スニーカー、飲み物、タオル、あれ
ばヨガマット
問合せ・申込／ N～ネクサス～岩筋
電話番号／ 090-6219-4383（できればシ
ョートメールでお願いします）

みんなのアート展
　心がほっこり癒やされるパステルアートを
ご覧ください。市内の児童通所支援センタ
ー、就労支援事業所の利用者やインストラ
クター、体験で制作された作品を展示しま
す。観覧無料です。
とき／ 10月23日（日）～ 29日（土）10
時～ 17時 ※最終日は15時まで
ところ／千歳市公民館 1階ロビー（真町
176-3）
問合せ・電話／ 090-7652-9680（長谷川）

ウッドカービング・ファミリー講座
＊10月「削り馬を使ってヨーグルトスプーン
を作ろう」
　削り馬を使い、ヨーグルトスプーンを作り
ます。フックナイフやドローナイフ、カービ
ングナイフの使い方も練習します。参加有

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26日（水）
16：00まで

11月4日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

第34回

問い合わせ／千歳手工芸協会  会長  井上美津子（TEL 0123-24-5336）

令和4年
千歳市民ギャラリー 
1・2階10月22日(土)

10：00～17：00 （千歳市千代田町5-7-1）

10月23日(日)
10：00～16：00

体験講習コーナー・作品販売コーナー
もあります。尚、収益金の一部は、千歳
市社会福祉協議会へ寄付させていた
だきます。

染織工房・糸音
代表　三 浦　千津子

千歳押花サロン
代表　土 橋　ク ミ

エコクラフト「Kei」
代表　吉 岡　慶 子

工房「楓」
代表　松 浦　一 郎

籐工芸バスケットウィーウィング
代表　井 上　美津子

Glass studio ChikaChika
代表　成 瀬　千香子

アトリエカラーC&H
代表　大久保　千 春

アトリエカラーC&H
代表　清 水　久 子

手作り工房「楓」
代表　尾 引　保 彦

クラフト工房「愁楽」
代表　尾 引　保 彦

地蔵描き屋時遊人
代表　樫 原　恵 一
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