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千歳市
千歳市暴力追放運動推進協議
会
＊「暴力追放運動」標語の募集につい
て
　暴力追放を内容とする標語（例　
暴力は、しない、させない、許さな
い。）を募集いたします。
応募資格／千歳市民または千歳市に
通勤・通学する方
応募規格／特に規格の指定はありま
せん。ハガキ、封書などで郵送ある
いは作品を記入した書面を直接持参
願います。作品には、応募者の住所、
氏名（ふりがな）、年齢、連絡先を記
入願います。
募集締切／ 12月23日（金）
表彰／優秀（1名、賞状および記念
品）、入選（若干名、賞状および記念品）
その他／受賞作品は、令和5年2月
に市役所市民ホール等に掲示する予
定です。応募作品は、返還しません
のでご了承願います。
問合せ・応募先／〒066-0042 千
歳市東雲町5丁目61番地 札幌方面
千歳警察署刑事第二課内　千歳市暴
力追放運動推進協議会事務局
電話／ 42-0110（内線381）

千歳市民活動交流センターミ
ナクール
＊ハンドメイド　‘Oli‘Oli(オリオリ)
作品展
　「リボンを使ったハワイアンクラフ
ト」として、リボンレイやリース、小
物などを飾っています。色とりどりに
広がるリボンの世界をお楽しみくだ
さい。観覧無料。
とき／ 11月24日（木）～12月6日
（火）9時～ 20時30分 ※11月25
日、28日、12月5日は休館日です。
ところ・問合せ／千歳市民活動交流
センターミナクール（毎週月曜日、毎
月最終金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～
20時30分）

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、健康
管理士による予防医学講座として、
ガンや認知症、生活習慣病、感染症
などについて講話するほか、握力測
定や脳トレクイズの資料配付を行い
ます。参加無料。
とき／ 12月1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

ちとせ版ネウボラ
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さ
ん（0～ 18歳）のいる保護者やそ
のご家族を対象に、妊娠・出産・産
後や育児に関する相談やサービス紹
介、ご家族の健康などの相談を行っ
ています。要事前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・
妊婦（いずれも栄養相談あり）】12
月1日（木）、19日（月）10時～ 15
時　【妊婦】12月22日（木）10時～
15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）
／【こども・妊婦（栄養相談あり）】
12月7日（水）10時～ 12時、13
時～ 14時
げんきっこセンター（新富1-2-14）
／【こども・妊婦】12月17日（土）
10時～ 12時
アリスセンター（勇舞1-1-1）／【こ
ども・妊婦（栄養相談あり）】12月
14日（水）10時～ 11時30分
せいりゅう児童館（清流2-4-2）／【こ
ども・妊婦】12月5日（月）10時～
11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・
子育てコンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

北海道千歳高等学校国際流通
科
＊課題研究で開発した商品を販売し
ます
　国際流通科3年生の授業「課題研
究」内で、北海道純馬油本舗様と協
力して開発した「馬油リップクリーム
～マンダリンオレンジ～」を販売しま
す。マスクの中の匂いを解消する、
高校生のアイディアが形になった商
品です。
とき／ 12月2日（金）、3日（土）、4
日（日）いずれも10時～ 18時
ところ／千歳観光物産サテライト ミ
ル（千代田町7-1789-3）
問合せ／北海道千歳高等学校国際流
通科
電話／ 23-9145

子育て支援メリーゴーランド
＊園開放「ふれあいルーム」
　広いホールでお子様と遊んだり、
子育て仲間と情報交換しながら楽し
い時間を過ごしましょう。参加無料、
電話にて要事前申込。
①メリー幼稚園
とき／ 12月12日（月）10時～ 11
時30分
問合せ・申込・ところ／メリー幼稚園

（千歳市末広5-1-6）
電話／ 23-3329
②第2メリー幼稚園
とき／ 12月2日（金）10時～ 11時
30分
問合せ・申込・ところ／メリー幼稚園
（千歳市富丘4-13-20）
電話／ 23-5735
①②共通
定員／ 15人（初めての人を優先）
その他／自宅で検温の上、マスク着用
（大人）、飲み物持参。悪天候や新型
コロナウイルス感染拡大の状況によ
り中止する場合があります。

じもじょき.netちとせ
＊12月の起業イベント
①ちとせコワーキングTIME
　好きなことを仕事にしてみたい、と
いう方や一歩踏み出した方同士が、
お話を聞いたり交流する場です。午
前中は先輩起業家ゲストのお話を聞
けます。起業に興味のある方も、既
に起業をされている方も、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／ 12月8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）
②ちとせで一番ハードルの低い起業
個別相談会
　参加無料、要事前申込。
とき／ 12月8日（木）①12時～ 12
時50分 ②13時～ 13時50分
ところ／オンライン（Zoom）
①②共通
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598

北斗認定こども園　ルンルン
らびっと
＊クリスマス会
　みんなでクリスマス会を楽しみま
せんか？ もしかしたら、サンタさん
にも会えるかもしれません。参加無
料、要事前申込（先着順）。
とき／ 12月13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

第32回千歳音楽まつり
　観覧無料。はがきまたはEメールで
事前申込が必要です。ご来場の際は
マスク着用にご協力をお願いします。
出演予定団体／第7音楽隊、第1特
科団音楽隊、千歳機甲太鼓、千歳高
等学校吹奏楽部、ハートオブプレジ
ャー
とき／ 12月17日（土）14時～ 15
時45分（13時30分開場）
ところ／北ガス文化ホール 大ホール
（千歳市北栄2-2-11）
応募方法／はがき（裏面に必要事項
を記入し投函）またはEメール（必要
事項を記入）で申し込み
必要事項／①応募人数（最大5人ま
で） ②応募者全員の氏名 ③代表者
の郵便番号・住所・氏名・電話番号 
④車椅子席の希望有無
申込締切／ 11月30日（水）必着
その他／応募多数の場合は抽選とな
ります。全席指定（場所の指定や希
望はできません）、入場券は12月1
日（木）以降に郵送予定です。新型コ
ロナウイルス感染症の状況により、
開催を中止する場合があります。
宛先／〒066-8686 千歳市東雲町2
丁目34番地 道央地区自衛隊協力会

連合会事務局 千歳音楽まつり係行
Eメール／ kikikanri@city.chitose.
lg.jp
問合せ／道央地区自衛隊協力会連合
会事務局（千歳市危機管理課内）
電話／ 24-0147（直通電話）

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
①クリスマスリース体験会
　昨年、応募開始早々に満員となっ
たはなふるガーデナー・森氏による
クリスマスリース体験会を今年も開
催します。これまでリースを飾ったこ
とがない、作ったことがないという方
におすすめ！お気軽にご参加くださ
い。要事前申込
とき／ 12月9日（金）・10日（土）
10時～ 12時30分
ところ／花の拠点（はなふる）センタ
ーハウス（恵庭市南島松828-3）
参加費／ 2000円（講師料、材料費
込み）
持ち物／剪定ばさみ、汚れても構わ
ない服装、持ち帰り用の大きな袋
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭市介護福祉課
＊プレミアム健康度チェック
　コロナ禍による体力低下、体重減
少など気になることはありませんか。
当日は握力やバランス、飲み込みな
どのチェックをしながら、保健師・栄
養士・歯科衛生士があなたにあった
健康づくりを応援します。参加無料。
要事前申込。
とき／ 12月9日（金）9時30分～、
13時30分～（予定）※1人60分
程度。申込時に時間調整します
ところ／緑と語らいの広場えにあす
（恵庭市緑町2-1-1）
持ち物／動きやすい服装。裸足で計
測する項目があるので、着脱しやす
い靴下でお越しください
申込期限／ 12月7日（水）
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1246）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①お野菜キッチン しるしる
とき／ 11月25日（金）10時～17時
ところ／東側出入口前
②DOS「ウォーターサーバーキャン
ペーン」
とき／ 11月25日（金）～27日（日）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
③旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 11月26日（土）10時～17時
ところ／東側出入口前
④殿すずめ「クレープ販売」
とき／ 11月27日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤DELILABO「ベビーカステラ」
とき／ 11月29日（火）10時～17時
ところ／東側出入口前
⑥エーテル「ソフトクリーム販売」
とき／ 11月30日（水）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

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30日（水）
16：00まで

12月9日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


