ちゃんと
今さら聞けない「クラウドファンディング
の基礎」を解説します。次世代のためにも、
まずは大人が正しい知識を持ちましょう。御
商売されている方、プチ起業など考えてい
る方も、資金繰りの一策として標準装備す
るべき知識です。参加無料。
とき／ ① 11 月 25 日
（金）
19 時 30 分 〜 20
時 30 分 ② 11 月 26 日
（土）
19 時 30 分 〜
20 時 30 分 ③ 11月27日
（日）
16 時〜 17 時
ところ／鉄東コミュニティセンター（千歳市
青葉 5-8-2）
定員／各回 20 人（先着順）
申込締切／ 11 月 20 日（日）
問合せ・申込／親子アカデミー 未来 .BET
電話／ 070-5616-8360
（受付15時〜 20時）

パチパチクラブ

＊そろばん 1 カ月無料体験会
そろばんの楽しさを体験してみよう。15
名程度の小人数制。無料体験中は講師とほ
ぼマンツーマンなので安心してください。※
大好評のオンラインそろばんも月・水・木曜
日に行っております。教室と変わらず小人数
制で通わず自宅で受けられます。
「パチパチ
クラブ」で検索してください。要事前申込。
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵み野・
恵み野北の各町内会館。恵庭市民会館、黄
金ふれあいセンター、島松公民館、桜町団
地集会所、緑と語らいの広場えにあす【千
歳市】ゆうまいホール、あずさ・北栄南・花
園・みどり台南・幸福の各町内会館、祝梅
コミュニティセンター、コープさっぽろパセ
オすみよし店、真々地会館
対象／数字の読み書きが出来れば年中・年
長さんからでも大丈夫です
定員／各教室若干名
申込期限／定員になり次第締切
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

要約筆記サークル With

6、7 名ほどの会員で活動中。手書きが中
心のサークルです。学習会のほか、研修への
参加、交流会などの行事も開催しています。
とき／毎月第 1 火曜日（祝日を除く）19 時
〜 20 時 30 分
ところ／恵庭市福祉会館
（恵庭市末広町124）
会費／ 1 年間 1200 円（年払い）
その他／北海道中途難失聴者協会会員も募
集中
問 合 せ・申 込 ／ 要 約 筆 記 サ ークル With
佐山代表
電話／ 090-5952-9417

shines color

＊占いと大人の塗り絵でセラピー
①占い
手相・タロットカード・西洋占星術・ルノ
ルマンカードなどの占術で占います（病気・
ギャンブル・試験合否などは占えません）
。
要事前予約。
所要時間／ 1 鑑定 10 分〜
②大人の塗り絵でセラピー
はがきサイズの曼陀羅に色鉛筆を使って
塗り絵をします。使った色から自分の現在・
未来を確かめてみませんか？塗り絵には脳
を活性化する効果があります。完成した絵
を入れるスタンド付きです。要事前予約。
所要時間／ 30 〜 40 分
①②共通
とき／ 11 月 15 日（火）10 時〜 16 時
ところ／ミシン＆カフェ CHILL（恵庭市京町

65-2）
その他／鑑定料金など詳細はお問合せくだ
さい
予約・問合せ／ミシン＆カフェ CHILL
電話／ 090-7645-4623

えにわ楽々歩こう会

＊牧場の道 7.2㎞（復路えこりん村からバス
利用可）
とき／ 11 月 19 日（土）9 時 30 分〜
集合場所／恵庭市民会館前
（恵庭市新町 10）
参加費／ 200 円（保険料）
持ち物／タオル、水、帽子
問合せ・申込／えにわ楽々歩こう会
電話／ 36-7877（松尾）

恵庭オーキッド倶楽部

＊秋の洋らんフェスタ2022
恵庭オーキッド倶楽部の会員が育成した
洋らん約 100 鉢の展示を行います。また、
業者による洋らんの販売も行います。入場
無料。※新型コロナ対策のため栽培相談・
人気投票は中止し、植替えサービスのみ実
施します（資材代有料）
とき／ 11 月 19 日（ 土 ）
・20 日（日）10 時
〜 17 時（最終日は 16 時まで）
ところ／フレスポ恵み野催事スペース（恵庭
市恵み野里美 2-15）
問合せ／恵庭オーキッド倶楽部
電話／ 080-2870-8712（山内）

恵み野北町内会ネットワーク夢

＊第 125 回シネマサロン例会
世界の黒澤が政治汚職と権力の世界に鋭
く挑戦するプロ第 1 回作品「悪い奴ほどよく
眠る」の上映（1960、東宝）
。参加無料
とき／ 11 月 19 日（土）13 時〜
ところ／恵み野北町内会館（恵庭市恵み野
北 5-8-2）
定員／先着 20 名
参加条件／マスク着用でお気軽にお越しく
ださい
問合せ／恵み野北町内会ネットワーク夢
電話／ 36-4316（渡邊）

歴史を楽しもう会恵庭

＊歴史を楽しもう会ミニ発表会
「奉行遠山金さんの北海道探検」
「蝦夷に
渡った侍たち」会員による発表です。専門知
識は必要ありません。毎回和気あいあいに
楽しく学んでます。歴史に関心のある方は
ぜひご参加ください。要事前申込。
とき／ 11 月 20 日（日）13 時〜 15 時 30 分
ところ／島松公民館 1 階小会議室（恵庭市
島松本町 3-12-20）
参加費／ 300 円（会員は無料）
持ち物／筆記用具
申込方法／ショートメールにてご連絡ください
問合せ／歴史を楽しもう会恵庭
電話／ 080-4728-0020

ママの簡単バランスボール

外が寒くなって、おうちに居る時間が増え
てきたというあなた！バランスボールでポンポ
ン弾んで体を動かしてみませんか？親子で参
加 OK！バランスボールはキッズサイズも用意
しています。ベビーはママと触れ合いながら
♪親子イベントに携わるtette もみじと大好
評につき2 回目の開催です。要事前申込。
とき／ 11 月 21 日（月）10 時〜 10 時 40 分
（受付 9 時 50 分〜）
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室 2

2022 年 11 月 11 日（金）

（恵庭市緑町 2-1-1）
定員／先着 10 組
参加費／ 1500 円
持ち物／動きやすい服装（G パンやスカート
は NG）
、飲み物、汗拭きタオルなど
問合せ／バランスボールについての問合せは
LisaBBpark
（Instagram @lisa̲bbpark.19）
申込／ Instagram @tette̲momiji
電話／ 090-6873-8968
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サロンおはな

＊がんサロン〜がん患者家族遺族会〜
がん種問わず、がん患者さん・家族・遺
族など、どなたでも、どちらの市町村からも
参加できます。悩みや不安を共有し、情報
交換する場で、気軽に参加できるサロンで
す。がんピアサポーターがいます。参加無
料。出入り自由・秘密厳守・予約なし。
とき／ 11 月 24 日（木）10 時〜 12 時
ところ／緑と語らいの広場えにあす 2 階クッ
キングスタジオ（恵庭市緑町 2-1-1）
問合せ／ NPO 法人おはな
電話／ 080-4044-8313（代表理事 石上）

下島松老人クラブ

＊手作り作品展
来場者には手作り小物プレゼント（一部販
売品もあります）
とき／ 11月26日
（土）
・27日
（日）
10 時〜 15 時
ところ／下島松会館（恵庭市下島松 394、
本田記念病院向かい）
問合せ／下島松老人クラブ
電 話 ／ 36-6011
（寿崎）
、090-6872-8162
（水野）

恵庭市民吹奏楽団

＊第 37 回定期演奏会
3 年ぶりに定期演奏会を開催します。定期
演奏会のために作曲された恵庭市の市制施
行 50 周年記念作品「花、薫る街〜恵庭市〜」
や、NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人メイン
テーマ」
、
「ザ・ベストテン」の要素を取り入れ
た懐かしいヒット曲の数々を演奏致します。
とき ／ 11 月 27 日（ 日 ）13 時 30 分 開 場、
14 時開演
ところ／恵庭市民会館大ホール（恵庭市新
町 10）
入場料／ 500 円（小学生以下無料）
チケット取扱／恵庭市民会館、たけやま書
店、夢創館
問合せ・電話／ 090-9753-7796（小川）

幼稚舎えるむ

＊いっしょに遊ぼう
0 歳、1 歳のお子さまがいらっしゃる保護
者対象。セルフマッサージを体験していた
だき、お子さまの手形をとり、カードに貼っ
てプレゼントします。ベビーマッサージも体
験。参加無料。要事前申込。
とき／ 11 月 29 日（火）10 時〜 11 時
ところ／幼稚舎えるむ（恵庭市黄金北 4-7-8）
申込方法／ 11 月 25 日（金）までに電話申込
問合せ・申込／幼稚舎えるむ
電話／ 33-0010

仲間募集

千歳キッズバトンダンス新メンバー
募集中！

次回の掲載は12月9日発行のちゃんと848号です。
お楽しみに!！

バトンをくるくる回して、みんなで楽しく
踊ろう！ 初心者さん、習い事デビュー、そし
て夢中になれることを探している子どもた
ちも大歓迎です。1 人 1 回まで、500 円の
体験レッスン（前日までに要事前申込）を実
施中。詳しくはお問い合わせください。
対象／ 5 歳〜小学 3 年生
活動日時／火曜日（月 3 回）17 時〜 17 時
50 分
ところ／千歳市スポーツセンター ダイナッ
クスアリーナ（真町 176-2）
問合せ・申込／ダンスアトリエ フェリール
電話／ 090-2423-2250

