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千歳市
事業承継・M&Aセミナー
＊事業承継から広がる可能性！～つなぐを創
造し、未来へ繋ぐ～
　事業承継についてお悩みの方、お話を聞い
てみませんか。基礎知識や最新の情報、事例
などをお伝えします。詳しくはお問い合わせく
ださい。参加無料、要事前申込。
講師／新宮　隆太 氏（中小企業診断士事務
所RMS 経営 代表）
とき／ 11月1日（火）18時～ 20時
ところ／千歳商工センター 2階 大会議室
（東雲町3-2-6）
問合せ・申込／千歳商工会議所・中小企業
相談所
電話／ 23-2175
FAX／ 22-2122
Eメール／ info@chitose-cci.or.jp

千歳市ファミリー・サポート・セン
ター
＊「子育て応援講演会」参加者募集中！
　子育て中の保護者やお孫さんのいる方を
中心に、子どもと一緒に遊べる手作りおもち
ゃなどを作ってみませんか？ 参加無料、前
日までに要事前申込。
対象／一般の方、ファミサポ会員の方
とき／ 11月2日（水）10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会　2階会議
室2・3（東雲町1-11）
定員／ 10人（先着順）
託児／ 5人程度（1歳以上～未就園の幼児）
その他／新型コロナの感染予防のため、マス
ク着用で参加願います。当日は発熱や体調
不良の場合、参加は控えてください。
問合せ・申込／千歳市ファミリー・サポート・
センター
電話／ 22-8522

北斗認定こども園　ルンルンらびっ
と
＊出前講座「脳育について」
　脳育ってなに？ と思った方！ 一緒に学び
ませんか？ 参加無料、要事前申込。
とき／ 11月8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

じもじょき.netちとせ
＊11月の起業イベント
①「夢のままにしない～わたしのおしごと計
画」セミナー
　眠らせている夢、ありませんか？ 日々の
生活の中で諦めてしまった夢ややりたいこ
と、言葉にして、一緒に考えてみましょう。
千歳の起業支援団体「おしごと部ちとせ」の
メンバーが、2日間のセミナーであなたの
やりたいことに寄り添います。参加無料、要
事前申込。
とき／ 11月9日（水）、16日（水）10時30
分～ 12時30分
ところ／北信濃コミュニティセンター（北信
濃864-5）
②ちとせコワーキングTIME&経理もくもく
会
　起業に興味のある方からすでに起業され
ている方まで、様々な用途に応じた使い方
ができるコワークイベントです。じもじょき
.netちとせのスタッフが常駐し、希望する方
には、参加者同士の交流のサポートや起業・
事業に関するご相談をお受けします。ゲスト
として参加する先輩起業家からお話を聞く
こともできますので、ぜひお気軽にご参加く
ださい。参加無料、事前申込不要。
とき／ 11月10日（木）10時15分～14時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広
6-3）
その他／「ちとせで一番ハードルの低い起
業個別相談」を同時開催（①12時～ 12時
50分 ②13時～ 13時50分の2回）。参加
無料、要事前申込。
①②共通
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598

まちライブラリー＠ちとせ
＊10・11月生まれさんの誕生日会
　年齢・性別・職業関係なく、同じ月に生
まれた人同士でお誕生日会をします。ゲー
ムをしたり、誕生月について話し合って楽し
くお祝いしませんか？　参加無料、前日まで
に要事前申込。
とき／ 11月11日（金）18時～19時30分
持ち物／好きなお菓子や飲み物（お酒もOK）
ところ・問合せ・申込／まちライブラリー＠
ちとせ（末広6-3）
電話／ 21-8530

0円スマイルマルシェ千歳（フードパ
ントリー）
＊すまいるはーと1周年記念
　千歳市内にお住まいのひとり親世帯とそ
のお子様（18歳以下）を対象に、生活・子
育てに必要な「食」を支援する取り組みで
す。今回は晴レルモキッチンさんとコラボし
たイベントを開催します。参加無料、要事前
申込。
とき／ 11月26日（土）11時～ 14時

ところ／北新コミュニティセンター（新富
2-1-21）
定員／ 20世帯（先着順）
持ち物／エコバッグ
その他／フードバンクで頂いた寄贈食品を
提供するため、希望の食品が必ずご用意で
きるわけではありません。
問合せ・申込／フードバンク千歳すまいる
はーと 根本
電話／ 090-9754-7970（SMS可）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①ヒューマンインプリンク　お仕事探しの相
談窓口「出張さがさぽ」
とき／ 10月28日（金）15時～ 19時、10
月29日（土）10時～ 14時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ 25-3221
②鉄道忘れ物遺失物満期品大処分大会
とき／ 10月28日（金）～ 11月2日（水）
10時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
③MARCHE DE ATTE（マルシェデアッテ）
とき／ 11月3日（木・祝）・4日（金）10時
～ 16時
ところ／ 1階センター広場
②③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。

はなはな
＊秋のこども食堂チャリティーイベント
　雑貨販売、フリマ、各種体験をぜひこの
機会にお楽しみください。詳細はお問い合
わせください。
とき・内容／ 11月1日（火）「手相」、11月
2日（水）「足つぼマッサージ」、11月3日（木・
祝）「グランドマヤ暦」、11月8日（火）「足つ
ぼ、マヤ暦」、11月9日（水）「フリーマーケ
ット」、11月10日（木）「マヤ暦」 ※いずれも
10時～14時30分開催
ところ／千歳市住吉2-7-6
問合せ・電話／ 090-1640-3091（森下）

そろそろ身体を動かさなくちゃ！と思
ってる方！ 一緒に運動しませんか？
　初心者大歓迎です！ 詳細はお問い合わせ
ください。参加有料、要事前申込。
①ヨガ
　呼吸を意識しながら、身体の柔軟性や筋
力を高めます。
とき／ 11月2日、16日、30日（いずれも
水曜日）19時40分～ 20時40分
ところ／ゆうまいホール（千歳市勇舞4-11-6）
持ち物／動きやすい服装ヨガマット
②ズンバゴールド
　ラテン系の音楽に合わせて色々な踊りを
楽しみます。
とき／ 11月8日、15日、29日（いずれも
火曜日）11時15分～ 12時
ところ／パセオすみよし みんなの広場（千
歳市住吉4-14-11）
持ち物／動きやすい服装、運動靴
③SWトレーニング
　曲に合わせてスクワットやランジ、プラン
クなどのトレーニングを行います
とき／ 11月8日、29日（いずれも火曜日）
19時30分～ 20時15分
ところ／ゆうまいホール（千歳市勇舞4-11-6)
持ち物／動きやすい服装運動靴ヨガマット
①～③共通
参加費／１レッスン700円
問合せ・申込・電話／ 090-2816-0203（佐
藤、SMSでも可）

Flat（ふらっと）vol.2
　ご好評いただいた、からだイベント。全身
もみ、足もみ、腹もみ、感覚を整えるパー
ソナルレッスン、耳つぼ、イヤーキャンドル、
パッチ体験、アロマ販売、タッチフォーヘル
ス、波動測定など。予約優先。
とき／ 11月3日（木・祝）10時～ 15時
ところ／サウスコル（千歳市富士3-3-18）
参加費／ 1000円～
その他／楽な服装でお越しください

問合せ・申込／耳つぼピッピ
電話／ 080-5591-4698

Hacchiコンサート
～David Matthews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」第1番か
ら第12番をお聴きいただくシリーズです。
今回は第11番を初演予定。
とき／ 11月4日（金）18時30分開場、19
時開演
ところ／Music Wave（千歳市北栄2-16-
15）
出演／瀧本志保（ヴァイオリン）、後藤美和子
（ヴィオラ）
参加費／ 2000円（1ドリンク付き）
問合せ・申込・電話／ 090-9514-6123（後
藤）

１ヶ月で準備！健康な体で冬を迎えよ
う
＊カイロプラクターによる体の学び講座
　全4回の講座です。参加有料、要事前申
込。参加できない日がある場合はご相談く
ださい。
対象／体の健康知識を学びたい60歳以上
の方
とき・内容／全4回いずれも10時～ 11時 
①11月15日（火）「健康になる！体を動か
す栄養について」 ②11月22日（火）「自宅
でもできる！簡単カイロ運動」 ③11月29日
（火）「どれで寝るのが正解？寝る環境につ
いて」 12月6日（火）「試してみよう！カイロ
プラクティック体験」
ところ／千歳公民館2・3号室
定員／ 4人（先着順）
参加費／ 3000円（4回分）
持ち物／筆記用具、飲み物、動きやすい服
装
問合せ・申込／カイロプラクティック骨セレ
ブ
電話／ 090-6000-1658（加賀）

食＆正しい歩き方講座＆モノリナ音
浴会
＊身体と心を整えて、元気になれるイベント
です！ 要事前申込。
とき／ 11月28日（月）10時～11時30分
ところ／千歳公民館5・6号室（千歳市）
内容／【冬に向けた食養生】玄米酵素・澤
井さん【正しい歩き方講座】玄米酵素・村上
さん（厚労省認定健康運動指導士、NPO法
人日本綜合医学会食養指導士、元プロフェッ
ショナルトライアスリート）【モノリナ音浴会】
ドイツの音響療法で使われている、モノリナ
（ハープの一種）。札幌在住のセラピスト・
薫りんによる不思議で心地よい音色と、心が
元気になるお話。
参加費／ 500円
その他／動きやすい服装でお越しくださ
い。子連れ参加可。ショートメールでの申込
もできます
申込期限／ 11月20日（日）まで※定員20
名になり次第締切
問合せ・申込／お母さんのための食の勉強
会・沼畑
電話／ 090-4240-7933（ショートメール
での申込可）

ストレッチ・リズム体操１カ月無料体
験
　これからやってくる冬に向かって体を動か
しませんか？音楽に合わせてストレッチ・リ
ズム体操を行います。
とき／毎週木曜日10時～ 11時30分※5
週目は休み
ところ／恵み野東会館（恵庭市恵み野東
6-10-3）
参加費／ 2000円
問合せ・申込・電話／ 36-4193（石田）

北の養生楽実行委員会（北海道鍼灸
専門学校）
＊ココロとカラダを整える東洋医学のススメ　
恵庭×養生メソッド2022
　基調講演「養生で身体も社会も健康に」
明治国際医療大学鍼灸学部学部長　伊藤和
憲氏、シンポジウム「恵庭モデルでココロと
カラダを整える」、養生・健康体験会など。
参加無料。事前申込不要。
とき／ 10月29日（土）12時30分～ 15
時30分
ところ／北海道文教大学鶴岡記念講堂（恵

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

11月2日（水）
16：00まで

11月11日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

TEL.0123-40-9000

ホッカイドウ競馬も！ JRAも！ 南関東も！ 
ホッカイドウ競馬の場外発売所で全国の競馬が楽しめる！

ホッカイドウ競馬

千歳市幸町3丁目3-2

Aiba千歳
営業時間
●地方競馬ナイター開催日/14：00～
●地方競馬デー開催日/10：00～
●地方競馬デー+ナイター開催日/10：00～
●JRA発売日/9：20～

馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び

　　　　　　　　　　　　　　◆入場の際には、手指の消毒、マスク着用を
　　　　　　　　　　　　　　　お願いするとともに、発熱がある場合等の体調
　　　　　　　　　　　　　　　がすぐれない方には入場をご遠慮願います。
◆場内では大声を出さない、人と人との間隔をあけるなどの 「新北海道スタイル」
　の実践にご協力をお願い申し上げます。

※入場制限を行っている場合がございますので、ご来場の前に必ずホームページでご確認ください。

ご来場の方へ

11月10日（木）まで毎週火・水・木を基本に全日程ナイター開催！
ホッカイドウ競馬「グランシャリオナイター」
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