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差し上げます。尺八のデュオによる
演奏もあり。電話にて要事前申込。
詳細はお問い合わせください。
とき／ 1月21日（土）13時～ 15時
ところ／千歳市総合福祉センター 4
階（東雲町2-34）
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）

だれでもかんたん「レジンアク
セサリー作り」
　マスク着用で参加ください。参加
有料、要事前申込。
とき／ 1月22日（日）10時30分～
12時
参加費／ 1人600円
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（末広6-3）
定員／ 10人
問合せ・申込・電話／ 21-8530
（まちライブラリー＠ちとせ）、090-
7647-3832（田中、ショートメール可）

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植本祭「ネイティブフラワーのスワ
ッグ」
　南国の植物を使って花束を作りま
す。
とき／ 1月22日（日）10時30分～
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（末広6-3）
参加費／ 3000円
②千歳市商店街「クラフティ・ワンダ
ーランド」ワークショップ
　フワフワの植物を使ってフライン
グリースを作ります。
とき／ 1月28日（土）10時～
ところ／千歳市商店街振興組合連合
会交流プラザ（幸町1-9）
参加費／ 2000円
①②共通
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）

New Year Concert 2023
　日本屈指のチェンバロ奏者である
明楽みゆきさんと千歳市在住のバイ
オリニスト栗山奈津さんが出演。新
春のひとときを素敵な音楽でお過ご
しください。参加有料。
出演／明楽　みゆき さん（チェンバ
ロ）、栗山　奈津 さん（バイオリン）
とき／ 1月22日（日）14時30分～
（開場13時30分）
ところ／メセナホール（千歳市幸町3
丁目15-3 エレガンスビル5階）
チケット／【前売り】2500円　【当日】
3000円 ※いずれもワンドリンク付き
チケット販売所／千歳メセナ協会（メ
セナホールと同住所）、ミナクール、
エルム楽器千歳支店
その他／来場の際はマスク着用をお
願いします。体調が優れない方はご
遠慮ください。
問合せ・電話／ 27-1756（千歳メセ

ナ協会）

けんこう体操 お茶会
＊正しい姿勢で若がえり、元気に歩け
るカラダづくり！
　少し長く歩いた翌日脚が痛む、関
節が痛む、疲れが取れにくくなった、
太りやすいなどのお悩みはありませ
んか？ 健康管理士・運動指導士のり
んちゃんが、無理なく簡単に楽しく身
体を動かしながら、太りにくい身体の
使い方を教えます。ご友人との参加
も歓迎です。参加有料、要事前申込。
とき／ 1月30日（月）10時30分～
12時 ※10時20分から受付
ところ／千歳市総合福祉センター
持ち物／ヨガマットまたは大判バス
タオル、飲み物
参加費／ 800円（お茶・お菓子つき）
申込方法／下記電話番号まで、ショ
ートメールにてフルネームを記載し
てお申し込みください。
問合せ・申込・電話／ 090-9755-
6683（ゆきね）

moon_room_Laini
①Lainiの潤活～新春第1弾　しっ
かり舌トレ
　舌トレ・うなじ伸ばし、つむじ上げ
で身体が軽くなる、セルフ口腔ケア。
潤うからだ作り・自分の内側と向き
合うこと。要事前申込。
とき／ 1月18日（水）10時～ 11時
50分
ところ／リラクゼーション宅屋（千歳
市富士2-5-20）
対象／女性限定
定員／ 6名（先着順）
参加費／ 1500円（手袋ほか、暖房
費含む）
持ち物／ヨガマット、オイルケア用バ
スタオル、タオル、水（多めに）など。
動きやすい服装で
②セルフリンパケアと舌ケア～リンパ
ケアと美容と健康のための舌ケア～
とき／ 1月14日、21日、28日いず
れも土曜日　10時～ 11時30分
ところ／レビューストサロン恵庭店2
階（恵庭市柏陽町3-11-6）
対象／女性限定
定員／ 3名
参加費／ 1000円（初回オイル代＋
500円）
持ち物／ヨガマット、タオル、バスタ
オル、水など。動きやすい服装で
①②共通
問合せ・申込／moon_room_Laini
電話／ 090-7646-6534（山口）

恵庭書道連盟
＊「書初め展」
　会員の日頃の成果を展示しており
ますので、ぜひご覧ください。
とき／ 1月17日（火）～22日（日）
9時30分～ 19時※初日は13時か
ら、最終日は15時まで。
ところ／恵庭市立図書館2階ギャラ
リー（恵庭市恵み野西5-10-2）
問合せ／恵庭書道連盟事務局
電話／ 080-5585-9061（金澤）

NPO法人まちづくりスポット
恵み野
＊はぴナビカフェ　あたしん家
　今月の話題は「ママも子どもも運
動不足を解消しよう！」忙しいし、外は
寒いし、運動不足に陥りがちな年末
年始…冬休みも終わって今年度もあ

と少し。元気に身体も動かしたいけ
ど、思ったようにはいかないもの…
悩みや不安を皆で楽しくお話しましょ
う。参加無料。事前申込不要。子連
れ大歓迎。出入り自由。オンライン対
応可（オンラインのみ要事前申込）。
とき／ 1月18日（水）10時～ 11時
30分
ところ／まちづくりスポット恵み野
（恵庭市恵み野里美2-15、フレスポ
恵み野内）
問合せ・申込／恵庭市家庭教育ナビ
ゲーター　はぴなびネットワーク
Eメール／mamap.hapinavi@
gmail.com

恵み野北町内会ネットワーク
夢
＊第127回シネマサロン例会
　戦後、混乱するフランスを舞台に、
不遇の音楽教師の愛情が訳ありの問
題児たちの心を動かした音楽映画の
名作「コーラス」（2004年、フランス）
を鑑賞。参加無料
とき／ 1月21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）

ミナミナ市
①カレーなるバザール～食べるカレ
ー・愛でるカレー
　1月22日はカレーの日。カレーや
スパイスをテーマにしたイベントで
す。【人気キッチンカー＆カレー店が
1日限定出張販売】【カレーなるハン
ドメイド＆雑貨】【カレバザでしか買え
ないもの】など。
とき／ 1月22日（日）10時～ 16時
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）
問合せ／カレバザ実行委員会　
minamina-ichi@hotmail.com
②ミナミナ市＆キッチンカーフェス
　【ミナミナ市】モール棟通路でハン
ドメイドやパン、焼き菓子、アロマの
ワークショップやタロット占いなど多
彩な18店が出展。フードドライブに
もご協力下さい。【キッチンカーフェ
ス】駐車場で17台が出展。ランチに
晩ごはんにいかがですか。キッチンカ
ーフェスではSDGsに取り組みます。
とき／ 1月29日（日）10時～ 16時

（キッチンカーフェスは17時まで）
ところ／フレスポ恵み野モール棟通
路＆駐車場（恵庭市恵み野里美2-15）
問合せ／minamina-ichi@hotmail.
com
①②共通
電話／090-8659-9032（ヤマグチ）
Instagram／minaminaichi

恵庭消費者協会
＊みそ作り
　恵庭産大豆を使ってみそ作りをし
ます。要事前申込。
とき／ 2月1日（水）9時～12時
ところ／恵庭市民会館地下料理教室
（恵庭市新町10）
参加費／ 1セット3500円、半セット
1750円（約3～ 4㎏）
定員／ 3名（先着順）
持ち物／エプロン、三角巾、みそを
入れる容器（タッパー等）※圧力鍋、
フードプロセッサーをお持ちの方は
ご持参ください。
問合せ・申込／恵庭消費者協会
電話／32-8193（平日10時～16時）

仲間募集
ダンスアトリエフェリール
＊千歳・恵庭キッズバトンダンス新メ
ンバー募集
　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
ビューの子どもたち、そして夢中に
なれることを探している子どもたち
大歓迎です！！要事前申込。
とき／【千歳】火曜日（月3回）17
時～ 17時50分【恵庭】月曜日（月
3回）17時～ 17時50分
ところ／【千歳】千歳市スポーツセン
ター「ダイナックスアリーナ」（千歳
市真町176-2）【恵庭】緑と語らいの
広場「えにあす」（恵庭市緑町2-1-1）
対象／ 5歳～小学校3年生
参加費／レッスン体験500円（1人
1回まで）
申込期限／レッスン日前日まで
問合せ・申込／ダンスアトリエフェリ
ール
電話／ 090-2423-2250

ママ部門
「川の字の　真ん中私の　宝もの」　作者：はるうらら さん
パパ部門 　
「手伝うよ　言葉改め　オレやるよ」　作者：7人のこびと さん
じいじ・ばあば・その他部門　
「このご時世　初めて会う孫　歩いてる」　作者：フルーツおじさん さん

　　　　　千歳市こども福祉部 こども政策課 こども政策係
　　　　　電話 24-0341

千歳市からのお知らせ

問合せ

下記の期間と場所で、受賞作品を掲示します。ぜひご来場ください。
掲示期間 　  1月16日（月）～ 30日（月）
掲示場所 　イオン千歳店 1階 フードコート横

「子育て川柳」最優秀賞が決定しました！「子育て川柳」最優秀賞が決定しました！
第8回 いいお産の日 in ちとせ第8回 いいお産の日 in ちとせ

　応募のあった子育て川柳３部門（ママ部門、パパ部門、じいじ・ばあば・その他部門）
全425作品の中から一次選考、二次選考を経て最優秀賞が決定しました。二次選考では、
市民の皆さまにもご投票いただきました。たくさんのご応募、ご投票ありがとうございました。
　その他、優秀賞・特別賞・入賞は、千歳市公式ホームページにて発表しております。
ぜひ、ご覧ください。


