19

2022 年 11 月 4 日（金）

ちゃんと

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!

࠲࠙ࡦ࠾ࡘࠬ 9

掲載日の

日前の
16:00まで

次回の申込締切は

問合せ・申込／千歳市環境整備事業協同組
合 公園部（上長都 4-5）
電話／ 24-1366（服部・田中、平日 9 時〜
16 時）

3R 講演会

＊実践！おうちで省エネ !!
掲載のご依頼はこちらから
にお送りください！
北海道地球温暖化防止活動推進員の宮森芳
月 日
（水） 【 F A X 】 0123-27-4911
子氏を講師に迎えて、
エネルギーの今とこれから
【Eメール】 chat@chanto.biz
を考えます。家計の負担を少しでも減らしません
16：00 まで
こちらの二次
元コードから
か？ 毎日の暮らしの中で、
無理なくできる省エネ
【掲 載 依 頼 書 が ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 】
11月18日
（金）発行の
もアクセスで
を再点検
！
参加者には粗品を進呈
します。参加無
きます
ちゃんとに掲載されます
https://chanto.biz/henshu/
料、
要事前申込。
※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
対象／千歳市民
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。
とき／ 11月26日
（土）
13時 30 分〜 15時
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
ところ／北ガス文化ホール 4 階 大会議室
※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。
（千歳市北栄 2-2-11）
※お電話での受付はしておりません。
定員／ 50 人（先着順）
申込締切／ 11 月 18 日（金）まで
北海道立埋蔵文化財センターから講師を
問合せ・申込／公益財団法人ちとせ環境と
招き、北海道や千歳の埋蔵文化財について
緑の財団 事業課 資源振興係
学びながら、千歳市出土の重要文化財「ママ
電話／ 26-1213
チ土面」をモデルにした粘土の土面（1 人 1
野鳥と冬芽の観察会
FAX ／ 22-1118
冬の訪れを感じる休暇村支笏湖園地で、 つ）を作ります。参加無料。
対象／小学 3 〜 6 年生（保護者同伴の場合、 Eメール／info@chitosekankyou-midori.or.jp
野鳥や樹木の冬芽を観察しながら散策しま
す。パークボランティアが案内を行います。 対象年齢未満でも可）
とき／11月26日
（土）
13時30分〜16時30 分
協力の休暇村支笏湖より
「日帰り温泉半額
ユニバーサルマナー検定3級 in 千歳
集合場所／千歳市総合福祉センター 402
券」をプレゼント。参加無料、要申込。詳細は
高齢の方や障がいのある方へのお声がけ
号室（東雲町 2-34）
お問い合わせください。
など、適切なコミュニケーション方法をマナ
定員／ 30 人（先着順）
とき／ 11 月 5 日（土）9 時 50 分〜 12 時（9
ーとして身につけます。参加有料。
持ち物／汚れても良い服装・タオル、マス
時 30 分受付開始）
とき／ 12 月 4 日（日）10 時〜 12 時
ク、飲み物
集合場所／休暇村支笏湖駐車場
ところ／北ガス文化ホール 4 階 大会議室
申込期間／ 11月7日
（月）〜 22日
（火）
まで
定員／ 15 人（先着順）
（千歳市北栄 2-2-11）
持ち物／歩きやすい服装・靴、帽子、マスク、 ①②共通
参加費／ 1000 円
その他／体調不良の方は参加をご遠慮くだ
飲み物、雨具、防寒着、カイロなど。双眼鏡
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 地
さい。イベント前に検温を実施します。中止
の貸し出しもあります。
域福祉課 地域福祉係（東雲町 1-11）
となる場合があります。
申込期限／ 11 月 4 日（金）17 時まで
電話／ 27-2525
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財センター
問合せ・申込／支笏洞爺国立公園管理事務
電話／ 24-4210
（平日・第 2 日曜日 9 時〜
所
17 時）
電話／ 25-2350（平日 8 時 30 分〜 17 時
15 分）
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千歳市

恵庭市

文章教室講話会

みなカフェ in 千正寺

地域の方の心地よい居場所づくりを目指
しています。何をしてもしなくても、ここに来
るとちょっと楽しい催しです。脳トレや塗り絵
のセルフトレーニングもできますよ。午前中
は、小物づくりやふまねっとなどを皆で楽し
みましょう。11 時 30 分から軽食販売あり。
午後からは、介護予防センター職員による楽
しい体操で頭も体もほぐしましょう。参加無
料、申込不要。
とき／ 11 月 10 日（木）
【 午前の部 】10 時
〜 12 時【午後の部】13 時〜 15 時
ところ／千正寺（千歳市清水町 1-14）
持ち物／エコバッグ、水分、タオル、マスク
着用
問合せ／千歳市南区地域包括支援センター
電話／ 080-6061-0697

千歳市埋蔵文化財センター

①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
ところ／北ガス文化ホール 3 階 視聴覚室
定員／ 40 人（先着順）
申込期限／ 11 月 18 日（金）まで
②こども考古学教室「ねんどでママチくんを
つくろう！」
千歳・恵庭発着

■最少催行人員：15名 ■添乗員：なし
（同行も有）

HOKKAIDO LOVE! 割

日帰りバスツアー

千歳営業所（流通3丁目3-12） 駐車スペース有

みついし昆布温泉
海鮮昼食&入浴
出発日

11/22

■支払額
〈大人〉
お1人様
旅行代金

入浴料・タオル込

日帰り

6,030円

10,050円

補助額

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

4,020円

利用バス：つたいバス（道内）

煌めく札幌 もいわ山ロープウェイ
第21回ミュンヘン・クリスマス市
百合が原公園
「クリスマスディスプレイ」
出発日

乗車券付・入園料込

日帰り

11/25 ・12/7

■支払額
〈大人〉
お1人様

4,230円

旅行代金 7,050円

補助額

2,820円

集合場所▶千歳営業所、
恵庭駅東口 食事▶なし
出発▶千歳12:30、
恵庭13:10
帰着▶恵庭20:30頃、
千歳21:00頃

クーポン券 3,000円分付

クーポン券 3,000円分付

小樽人気の青塚食堂で昼食・ キレイな景色を見に行こう!
わかさいも本舗洞爺湖本店
運河周辺ゆっくり自由散策
田中酒造亀甲蔵・新南樽市場 サイロ展望台・白鳥大橋
&道の駅 みたら室蘭・とうや湖
出発日
日帰り

11/27

■支払額
〈大人〉
お1人様

4,830円

旅行代金 8,050円 補助額

3,220円

集合場所▶千歳営業所、
恵庭駅東口
食事▶1昼
【特大ほっけ焼き定食スペシャル
(刺身付)】
付
出発▶千歳9:00、
恵庭9:40
帰着▶恵庭16:00頃、
千歳16:30頃

クーポン券 1,000円分付

出発日

11/29

■支払額
〈大人〉
お1人様

日帰り

5,130円

旅行代金 8,550円

補助額

3,420円

集合場所▶千歳営業所
食事▶1昼
（ほたておこわ・かにつみれ鍋御膳）
付
出発▶千歳7:30、
恵庭8:10
帰着▶恵庭17:00頃、
千歳17:30頃

クーポン券 3,000円分付

（3回目接種より14日以上）証明
（一律） ※ワクチン
全国旅行支援適応 割引40%
書又は対象検査陰性証明書・身分証・同意

最大補助額1名1泊あたり8,000円（交通付）•5,000円（その他） 書が必要です。予算終了又は感染拡大等に
より中止となる場合がございます。
クーポン券 3,000円（平日）
・1,000円（休日）
北海道知事登録旅行業第2-583号

旅行企画・実施
お申し込み・お問い合わせ

☎0155-24-2414

（日・祝 休み）
帯広市西1条南26丁目1番地 月〜土曜/10〜14時

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK

※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。

恵庭市郷土資料館

千歳市立図書館と千歳市民文芸の会が共 ＊
「恵庭消防創立 100 周年 1年前記念展」
催。
「スペインとロシアが教えてくれたこと」 とき ／ 11 月 3 日 〜 11 月 20 日（ 日 ）9 時
と題して、千歳美術協会の竹津昇会長が講
30 分〜 17 時※ 11 月 4 日（金）
・7 日（月）
・
話します。要事前申込。
14 日（月）は休館日
講師／竹津 昇 氏（千歳美術協会会長）
ところ／恵庭市郷土資料館特別展示室（恵
とき／ 11 月 19 日（土）14 時〜 16 時
庭市南島松 157-2）
ところ／千歳市立図書館 2 階 AV 室（真町
内容／防火衣の変遷、最新鋭の放水器材、中
2196-1）
学生のポスター、消防写真今昔、YouTube 映
申込方法／11月16日
（水）
までに、
千歳市立図
像など。期間中
「クイズに答えて消防車両缶バ
書館または千歳市民文芸の会まで申込
ッジをGETしよう」
を開催
電話／ 26-2131（千歳市立図書館 渡辺恵
問合せ／恵庭市郷土資料館 資料館担当
子）
、42-0753（千歳市民文芸の会 渡辺敏
電話／ 37-1288
子）

千歳市環境整備事業協同組合

NPO 法人恵庭市体育協会

＊健康体操＆ノルディックウォーキング教室
とき／ 12 月3日
（土）
10 時〜 11時 30 分
＊令和 4 年度フラワーワークショップ「クリス
ところ／福住屋内運動広場＆漁川河川敷（恵
マス スワッグつくろう！」
庭市福住町 1-21-24）
参加有料。詳しくはお問合せください。
内容／健康体操（10 時〜 10 時 45 分）
、ノ
対象／千歳市在住の方
ルディックウォーキング（10 時 45 分〜 11
講師／渡邊 美枝 氏
（Flower atelier 花楓）
時 30 分）
とき／ 11 月 26 日（土）10 時〜 12 時 ※受
参加費／無料
付は 9 時 30 分〜
持ち物／動きやすい服装、上靴、帽子、飲
ところ／千歳商工会議所 大会議室 ( 千
み物、タオル、マスク、ノルディックポール
歳市東雲町３丁目２-６)
（ポールは無料貸出も行っています）
参加費／ 2000 円
定員／ 20 名
定員／ 40 人（定員になり次第締切）
（月）〜 11月13日
（日）
持ち物／花用ハサミ（無い方は貸出可能）
、 申込期間／ 11月7日
申込方法／恵庭市体育協会ホームページ、総
スワッグ持ち帰り用の袋、エプロンまたは汚
合体育館窓口、電話
（平日9 時〜 17 時）
れてもいい服
問合せ・申込／ NPO 法人恵庭市体育協会
申込期間／ 11月4日
（金）〜 18日
（金）
まで

電話／ 21-9900

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール

① G1itter ★ dance party vol.6＜ 観 覧
無料＞
と き ／ 11 月 6 日（ 日 ） ① 10 時 30 分 〜
② 12 時 30 分〜 ③ 14 時 30 分〜
ところ／ 1 階センター広場
②日本リサイクルネットワーク・北海道
「フリー
マーケット in ちとせモール」
＜雨天中止＞
とき／ 11 月 6 日（日）9 時〜 13 時
ところ／平面駐車場特設会場
③ JANOME「ミシンフェア」
とき／11月7日
（月）
〜 9日
（水）
10時〜18時
ところ／ 1 階センター広場
④ DOS
「ウォーターサーバーキャンペーン」
とき／11月7日
（月）
〜10日
（木）
10 時〜19 時
ところ／ 1 階センター広場
⑤エーテル「ソフトクリーム販売」
とき／ 11 月 8 日（火）10 時〜 17 時
ところ／東側出入口前
⑥燻製と檸檬 Bitters「燻製サンドとレモネ
ード販売」
とき／ 11 月 10 日（木）10 時〜 17 時
ところ／東側出入口前
①〜⑥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。

なごみの会

＊セルフリンパケア講習会
リンパのお話とリンパケアを実践します。
プレゼント付き。参加有料。
とき／ 11月9日
（水）
10 時〜 11時 30 分
ところ／千歳市北栄 1 丁目
参加費／ 2000 円
持ち物／飲み物、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 080-1863-0753
（な
がせ）

パソコン・スマホ無料相談

パソコン・スマホの操作やトラブルでお困
りの方向け無料相談会を行います。お一人
様 30 分以内です。要事前申込。
とき／ 11 月 9 日（水）14 時〜 16 時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広
6-3）
定員／ 6 人（先着順）
その他／駐車場は、千歳市グリーンベルト
地下駐車場をご利用ください。まちライブ
ラリーカウンターの認証機に通すと、4 時間
無料となります。
問合せ・申込／ちとせ ITボランティアの会
Eメール／ info@chitoseitv.net

musubiyoga

①ベビーマッサージ & 親子ヨガ
ベビーマッサージは風邪予防の効果が期
待できる部位をマッサージ。開始前のふれ
あい遊びでは、リトミックカーフを使った遊
びを行います。親子ヨガは、お子さんと一緒
に座りながらできる動きを行います。授乳
や抱っこでパンパンになった背中や肩をほぐ
していきましょう。参加有料、要事前申込。
対象／座って一緒に参加できるお子様と保
護者
とき ／ 11 月11日
（金）
10 時 30 分 〜 11 時
45 分
ところ／ studio musubi（千歳市住吉 2-723 2F）
参加費／ 1500 円
持ち物／動きやすい服装、飲み物、ヨガマッ
ト（貸出あり）
②冬の養生講座
11 月は「立冬」を迎え、いよいよ冬支度の
準備をしたい時期。冬を健やかに、心地よく
過ごしていくための養生についてのお話し会
を行います。薬膳フードデザイナー、鍼灸師
の2 人の専門講師が、薬膳料理や冬の食養生
（レシピをプレゼント）
、東洋医学に基づいた
生活養生や心について講話します。対面また
はオンラインで参加。託児付きですので、お
子様連れの方もお待ちしております。詳しく
はお問い合わせください。参加有料、要事前
申込。

