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問合せ・申込・電話／ 090-9755-
6683（ゆきね）

実花flowers
　参加有料、要事前申込。詳しくは
Instagram（@m_flower1010）また
はお電話にてお問い合わせください。
①冬の三日月リース作り
とき／ 12月10日（土）10時30分～
②しめ縄飾り作り
とき／ 12月17日（土）10時30分～
①②共通
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（末広6-3）
参加費／ 3000円
持ち物／エプロン、作品を持ち帰る袋
問合せ・申込・電話／ 070-6601-
9261（実花flowers 西條）

しゅわーくショップ
＊ソイワックスキャンドル作り
　ソイワックスは大豆を原料として作
られたワックスです。植物由来の原料
を使用しているため、安全性に優れた
ワックスとして注目を集めています。
手話通訳者が作り方の手順などを説
明します。家にある瓶を持ってきて作
るのでエコ！ 参加有料、要事前申込。
とき／ 12月10日（土）10時～13時
ところ／ 1ROOM（千歳市勇舞6-6-8）
参加費／ 2000円（1ドリンク付き）
持ち物／エプロン、蓋付きの瓶（ジャ
ムの瓶など）
申込期限／ 12月5日（月）まで
問合せ・申込・電話／ 080-3262-
5972（いけすぎ、ショートメール可）
Eメール／ vto81430@gmail.com

第91回 陽だまり歌声喫茶
＊クリスマス特集＆さよなら2022、
昭和の歌　歌い納め
　電話にて要事前申込。詳細はお問
い合わせください。
とき／ 12月10日（土）13時～15時
ところ／花園コミセン体育館（千歳
市花園4-2-5）
定員／ 40人（先着順、定員になり次
第締切）
その他／茶菓のサービスはありませ
ん。マスク着用、入口で検温（体温
37.5度以上の方は参加不可）。市内で
新型コロナウイルス感染状況が悪化し
た場合には、中止することがあります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

千歳習字教育連盟「第50回新
年かきぞめ大会」
＊参加者募集
　学年ごとの課題を、手本を見ずに
制限時間30分で書き上げます。後
日、全作品を展示する作品展を行い
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。
対象／幼児・小学生・中学生・高校生・
成人
とき／令和5年1月15日（日）10時～
11時 ※入場9時30分～50分まで
ところ／千歳市総合武道館 アリーナ
（千歳市あずさ1-3-1）
参加費／ 1000円（作品の表装、参
加賞あり）
持ち物／習字用具一式
申込期限／ 12月20日（火）
問合せ・申込・電話／ 090-5226-
5229（千歳習字教育連盟 事務局 伊

阪）

難病カフェ
　難病を抱えた者同士でワイワイと
日頃の話や苦労話、笑い話などしま
せんか？参加無料。要事前申込。
とき／毎月第2・第4水曜日20時～
21時
ところ／ zoomによるオンライン開催
申込期限／開催前日までに問合せ先
まで要連絡
問合せ・申込／なおこ心理相談室　
足立　直子
電話／ 29-3003

えにわ楽々歩こう会
＊リスの道4.2㎞
とき／ 12月3日（土）9時30分集合
集合場所／ JR恵庭駅西口
参加費／ 200円（保険料）
持ち物／タオル、水、帽子、滑らない靴
問合せ／えにわ楽々歩こう会
電話／ 36-7877（松尾）

NPO法人まちづくりスポット
恵み野
＊作っちゃおう！にしん漬け
　今月の作っちゃおう！は「にしん漬け」
を作ります。冬が来ると食べたくなり
ますよね。ぜひ一緒に作りましょう。
とき／ 12月9日（金）13時～ 14時
ところ／ NPO法人まちづくりスポッ
ト恵み野（恵庭市恵み野里美2-15）
持ち物／エプロン、手を拭くタオル、
スリッパ
参加費／1500円（500g）、2500円
（1㎏）※お持ち帰り付き
定員／ 8名
講師／阿部由美子先生（菜菜倶楽部）
申込締切／ 12月2日（金）
その他／当日のキャンセルは不可。
締め切り日以降はキャンセル料が発
生します
問合せ・申込／菜菜倶楽部
Eメール／ saisaiclub.abe@gmail.
com

六畳の雑貨店asiriru
＊Change my Life
　ハンドメイド、占い、ペイフォワー
ド会。いつものハンドメイドイベント
とはちょっと違う。人生を変えるよう
な出会いの時間になってほしいと思
いを込めたイベント。手持ちのオラ
クルカードやタロットカードの交換が
できるペイフォワード会も同時開催！
入場無料。
とき／ 12月10日（土）11時～16時
ところ／夢創館（恵庭市島松仲町
1-2-20、JR島松駅徒歩1分）
参加費／ペイフォワード会の参加費
は2000円
持ち物／交換したい占いカード（汚
損が激しい物、枚数欠品、海賊版は
受付不可）
問合せ／六畳の雑貨店asiriru
電話／ 090-2811-3938

地球を守ろう！in恵庭
＊ブルーサンタごみ拾い@えにあす
　子どもたちにきれいな海をプレゼ
ント！つながりあう♪えがおになる♪
地球をまもるウォーキング♪申込不
要、参加無料、雨天中止
とき／ 12月11日（日）10時～11時
集合場所／緑と語らいの広場えにあ

す駐車場（恵庭市緑町2-1-1）
持ち物／トング（貸し出し可）
問合せ／地球を守ろう！in恵庭
電話／ 090-2818-8399

tetteもみじ
＊親子どんぐり教室のHappy Xmas
　クリスマスイベントということでか
なり豪華盛りだくさん！カッティング
ボードのツリーワーク、プロカメラマ
ン（eni photoさん）の写真撮影プレ
ゼント、親子ミニクリスマス会など。
要事前申込（先着各5組程度）
とき／ 12月13日（火）第1部・9
時40分～10時25分（9時30分受
付）第2部・10時45分～ 11時30
分（10時35分受付）
ところ／黄金ふれあいセンター和室
（恵庭市黄金南5-11-1）
参加費／ 2000円
対象／ 0～ 2歳の親子
持ち物／普段の持ち物、水分補給用
の飲み物、持ち帰り用の袋
問合せ・申込／ tetteもみじ　岡田
電話／ 090-6873-8968
Instagram／@tette_momiji

恵庭市民プラザ・アイル
＊12月の行事予定
①タロット占い～タロットカード・西洋占
星術・手相の3つの占術で占います～
とき／ 12月14日（水）13時～16時
定員／ 5名（1人20分・申込順・要予約）
参加費／お問合せください
講師／山田小百合さん
②フットケア体験～足もとから美容と
健康を考える～
とき／ 12月20日（火）11時～15時
定員／ 6名
参加費／お問合せください
講師／ Kayoさん
③スマートフォンの使い方相談
とき／12月14日（水）10時30分～12時
参加費／ 100円（15分程度）
定員／ 8名（申込順・要予約）
講師／水野みどりさん
④スマートフォンの写真を楽しむ（個別）
とき／12月14日（水）10時30分～12時
参加費／ 100円（15分程度）
定員／ 8名（申込順・要予約）
講師／上野かおりさん（写真整理ア
ドバイザー）
⑤もっとスマートフォンの写真を楽しむ
（グループ）
とき／ 12月14日（水）12時～13時
参加費／ 300円（60分）
定員／ 5名
講師／上野かおりさん（写真整理ア
ドバイザー）
⑥鍼灸＆ストレッチング～腰、肩、肉
体疲労に効果あり～
とき／ 12月13日（火）10時30分～
12時
定員／ 5名（申込順・要予約）
⑦笑顔いきいき体操
とき／ 12月13日（火）13時～14時
申込期限／前日まで
定員／ 10名
参加費／ 500円
講師／大湊達也さん（えがお鍼灸整
骨院院長）
⑧パワーストーンブレスレットの浄化
とゴム交換
とき／ 12月17日（土）13時～15時
参加費／ 100円～
定員／ 5名（申込順・要予約）

講師／ Cait・Sith 青木さん
⑨チョークアートのワークショップ～
オイルパステルを使ってブラックボー
ドに絵を描く新しいアートです～
とき／ 12月10日（土）・12月20日
（火）10時30分～ 12時
参加費／お問合せください（20日は
ボードの製作を含む）
定員／ 5名（申込順・要予約）
講師／鷲尾歩さん（MCAティーチャ
ーコース卒業）
⑩アクセサリーのメンテナンス
とき／12月10日（土）13時30分～15時
定員／ 5名
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
⑪花育・スタイリッシュなしめ飾り講座
とき／ 12月10日（土）10時30分～
12時
定員／ 5名（申込順・要予約）
申込期限／開催日2日前締切
参加費／お問合せください
講師／山田きみ子さん（「Amber」*
花のある暮らし*いのちとこころの花
育®Haru花育講師）
①～⑪共通
開館時間／ 10時～ 16時　※休館
日・日曜、祝日、年末年始12月27日
（火）～1月4日（水）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民
プラザ・アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

クリスタルボウル（irodori 
sound）×ウィークエンドヨガ
　クリスタルボウルの生演奏を聞き
ながら、座位中心のゆったりとしたヨ
ガを行っていきます。いつものヨガ
より深いところまで入っていくことが
出来ると思います。要事前申込。
とき／ 12月17日（土）19時15分
～ 20時45分
ところ／黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
参加費／ 2000円
定員／ 16名
持ち物／ヨガマット、タオル、動きやす
い服装（暖かい格好で来てください）
問合せ・申込・電話／ 080-4048-
1969（斉藤、ショートメッセージ可）

幼稚舎えるむ
＊クリスマス会に参加しよう
　クリスマス会を実施します。園児と
一緒に参加して、サンタさんからのプ
レゼントをもらいましょう。参加無料。
とき／12月23日（金）9時45分～11時
ところ／幼稚舎えるむ（恵庭市黄金
北4-7-8）
申込方法／ 12月16日（金）までに
電話にてお申込みください
問合せ・申込／幼稚舎えるむ
電話／ 33-0010

日本ペットシッター協会公認

年中無休
ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。

●以前ペットホテルに預けたら…　
●急な入院で…　●旅行したいが…　
●トリミングサロンや
　ペットクリニックの送迎…
●介護のお手伝い…　
●お散歩の代行 … etc

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

■恵庭市島松寿町2-7-5 
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

https://wan-nyan-hokkaido.com
tel 090-9432-7771
●道保011620351号  ●道訓011640351号　
●登録年月日 2016年4月15日 ●登録有効期限 2026年4月14日 ●動物取扱責任者　千葉 香奈

新型コロナウイルス感染予防の為、マスク、手袋等を着用、
出入時の消毒、換気の徹底、シッターの過去1週間の

検温提示を行っております。


