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千歳市
フードバンク千歳
＊フードドライブ（寄付の受付）
　お家で余っている食材や生活必需品の寄
付を受け付けます。必要な方に届けるための
寄付をお願いします。参加無料、申込不要。
とき／ 1月21日（土）10時～ 15時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広
6-3）
問合せ／フードバンク千歳 すまいるはーと
電話／ 090-9754-7970（根本）

千歳恵庭地域助産師会
＊妊婦さん教室
　「出産前に知りたい母乳のこと」母乳が上
手くあげられない、母乳量が増えない、母
乳がよく詰まるなどのご相談がとても増え
ています。母乳育児成功のためのポイント
をお伝えします。「赤ちゃんの心の発達と関
わり方」表情豊かでコミュニケーション上手
な赤ちゃんになるための大切な関わり方の
ポイントをお伝えします。参加無料。
とき／ 1月26日（木）15時～ 16時
ところ／オンラインのみでの開催
問合せ・電話／ 070-3861-9538（マナ助
産院　木戸）

支笏湖ビジターセンター
＊真っ暗支笏湖「ちょっとそこまで！ スノーシ
ュー体験」
　夜の森をスノーシューでゆっくり歩きます。
「2023千歳支笏湖氷濤まつり」氷像のライ
トアップ（試験点灯）を「ちょっと上から」見下
ろすこともできます。参加無料、前日までに
要申込。別途駐車料金500円が必要です。
とき／ 1月27日（金）16時30分～ 18時
集合場所／支笏湖ビジターセンター
定員／ 10人（小学生以下は保護者同伴）
持ち物／スキーウエアなどの野外活動着、

丈の長い防寒靴（もしくは丈の身近い防寒
靴＋スパッツ）、帽子、手袋、温かい飲み物 
※スノーシュー、ストック、ヘッドランプは無
料で貸し出します。
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

北星病院 令和4年度 第3回 健康
教室
　理学療法士が「体に無理のない筋トレ」に
ついて講話し、自宅できる簡単な筋トレ方法
の紹介を行います。参加無料、前日17時ま
でに要事前申込。
とき／ 1月26日（木）13時～ 14時（開場
は12時30分から）
ところ／北星病院 通所リハビリセンター 2
階（千歳市清流5-4-2）
定員／ 25人（先着順）
持ち物／上靴
問合せ・申込／北星病院 リハビリテーショ
ン科
電話／ 24-1121（リハビリテーション科　
澤野）

千歳市不登校の子を持つ親の会　
ぽっけ
　不登校や行き渋りのお子さんをお持ちの
親御さんとの茶話会です。「話すこと聞くこ
とで心を軽く」を目的に開催しています。
とき／ 1月29日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店 2
階（千歳市住吉4-14-11）
参加費／ 200円（会場費）
問合せ・申込／不登校訪問支援カウンセラ
ー　今野
電話／ 090-5822-8798

市民協働フォーラム「子ども大人も　
みつけよう！ 私の推しイベント」
　協働事業や助成事業の実施団体が事業報

告を行い、来場者による「推しイベント」へ
の投票結果に基づき賞を決定するほか、小
学生を対象に「ミニ職業体験」を行います。
参加無料、要事前申込。
対象／市内在住・在勤の親子（小学生）、市
民協働の取り組みに興味がある人
とき／ 2月11日（土・祝）13時30分～16時
ところ／北ガス文化ホール4階大会議室（千
歳市北栄2-2-11）
定員／大人50人、小学生25人 ※抽選。
子どものみの申込は不可。
申込方法／ 1月29日（日）までに電話、E
メール、市のホームページ等で申込
問合せ・申込／千歳市政策推進課
電話／ 24-0452（直通）
Eメール／ seisakusuishin@city.chitose.
lg.jp

千歳市埋蔵文化財センター
＊勾玉をつくろう！
　滑石を磨いて古代人のアクセサリーであ
る勾玉をつくります。参加無料。
対象／小学生以上（保護者同伴の場合、対
象年齢未満でも可）
とき／ 2月12日（日）13時～ 15時
定員／ 12人（抽選。結果は2月3日以降に
電話連絡）
持ち物／マスク、タオル、飲み物、汚れても
良い服装
申込期間／ 1月23日（月）～2月3日（金）
まで
その他／体調不良の方は参加をご遠慮くだ
さい。イベント前に検温を実施します。中止
となる場合があります。
ところ・問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財
センター
電話／ 24-4210（平日・第2日曜日 9時
～ 17時）

第3回光テクノロジー応用懇談会
　科技大の学生の専門領域に応じたIT技術
活用により、地域や企業の課題解決を目指
すプロジェクトの活動報告です。参加無料、
要事前申込。詳細はお問い合わせください。
内容／①AIを活用した廃電池分類 ②千歳
市と連携した道路修繕報告システム設計 ③
XRを活用した新たなサービストライアル ④
地域企業と連携したアジャイルシステム開発
とき／ 2月14日（火）15時～ 17時
ところ／公立千歳科学技術大学 情報棟 ラ
ーニングコモンズ（千歳市美々758-65）お
よびオンライン配信
定員／会場50人 ※先着順
申込期限／ 2月5日（日）まで
問合せ・申込／ホトニクスワールドコンソー
シアム事務局（千歳市産業振興部産業支援
室科学技術振興課）

電話／ 45-0523

千歳市食生活改善協議会
＊食生活改善推進員（準会員）の事前説明会
を開催します
　千歳市食生活改善協議会は、「私達の健
康は、私達の手で」をスローガンに、子ども
の食育教室や減塩料理教室など、さまざま
な健康づくり活動を行うボランティア団体で
す。このたび、推進員として一緒に活動して
いただける方を募集します。健康づくりに役
立つ栄養・食生活について楽しく学び、地
域ぐるみのより良い食習慣づくり、健康づく
り活動を一緒に広めませんか？
対象／食生活改善や栄養について関心があ
り、市が開催する「養成講座」を受講の上、
地域において食生活改善の活動を行うこと
ができる方
とき／ 2月8日（水）10時～ 1時間程度 ※
別日程も相談可
ところ／千歳市総合福祉センター（東雲町
2-34）
定員／ 10人程度
問合せ・申込／千歳市保健福祉部 健康づく
り課 健康企画係
電話／ 24-0768（平日8時45分～ 17時
15分）

千歳市体育協会
①テニス教室（初心者）
　冬季期間に、初心者から初級者までを対
象に基礎を学ぶ教室です。参加有料。
対象／ 18歳以上の千歳市民
とき／【全8回】2月21日（火）・22日（水）・
28日（火）、3月1日（水）・7日（火）・8日
（水）・14日（火）・15日（水）いずれも19
時～ 20時40分
ところ／千歳市スポーツセンター アリーナ
（真町176-2）
参加費／ 2400円
定員／ 15人（申込順）
申込方法／ 1月24日（火）12時～17時、1
月25日（水）～ 27日（金）9時～ 17時の
間で、千歳体育協会ウェブサイトから申込み
②冬のスポーツチャレンジ講習会（4歳児）
　260畳の広い柔道場で冬の運動不足を
解消しませんか？
対象／ 4歳児（平成29年4月2日～平成
30年4月1日生まれ）
とき／ 2月25日（土）9時30分～ 11時
ところ／千歳市開基記念総合武道館 柔道場
（あずさ1-3-1）
定員／ 30人
申込方法／ 1月24日（火）12時～17時、1
月25日（水）～ 28日（土）9時～ 17時の
間で、千歳体育協会ウェブサイトから申込み
①②共通

タウンニュースタウンニュース
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

1月25日（水）
16：00まで

2月3日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

チケット残
りわずか！

お急ぎくだ
さい！！

ファイナル ウィンター バーゲン!
・

ブランド
ハンカチ各種

税込価格

550円（ ）
本体価格

500円

ブランドベルト
・ネクタイ 各種

税込価格

2,189円（ ）
本体価格

1,990円

まとめて買うとお買い得！！

5％OFF
2～4点お買上げで

いろいろ組み合わせて 7％OFF
5点以上お買上げで

いろいろ組み合わせて

※レジ精算1回ごと（レシート1枚）のお買い上げ点数を対象と
させていただきます。 ※テナント商品は対象外となります。

「えにわワクワク商品券」ご利用可能です「えにわワクワク商品券」ご利用可能です「ちとせ市民応援商品券2022」ご利用可能です「ちとせ市民応援商品券2022」ご利用可能です

令和5年度学生服 
新入学・新学期
ご予約セール開催中

〈お取り扱いの学校〉勇舞・富丘・北斗中学校

ただいまパンフレットを特設コーナーにてご用意
しております。ご予約セールの特典もあります！

衣料品コーナー特別催事場にて

100円均一のワッツウィズ

恵庭店 恵庭市本町
210

TEL.0123-33-1122

2階 衣料コーナー
通常営業時間 あさ10:00～よる8:00

※1/22・29・2/5（日）のみ9時開店

長都店 千歳市勇舞
8丁目1-1

TEL.0123-23-7021

ラルズ カジュアル衣料&寝具
通常営業時間 あさ10:00～よる8:00

【恵庭店・長都店からお知らせ】

①②は北海道滝川市で作りました

①羊毛混掛布団
　（150cm×210cm）
②固綿羊毛混敷布団
　（100cm×210cm）

③パイル敷パット
　（シングルサイズ）
④低反発チップ枕
こちらの4点セット

新生活のご準備に！

店頭にて
販売中

税込価格 11,000円（ ）
10,000円本体

価格

1.21
2.5

開催期間

●土

●日

2店舗同時企画/長都店衣料スーパー
アークス 恵庭店衣料ビッグ

ハウス

ホットマジック
インナー

〈グンゼ〉

各種

4割引今ついている
本体価格より

レ
ジ
に
て

※本体1,500円（税込1,650円）以上の対象品

レディース メンズ

ダウンコート・
ジャケット 各種

半額レ
ジ
に
て

今ついている
本体価格より

※本体5,990円（税込6,589円）以上の対象品
対象商品には赤い豆札がついています

レディース メンズ

あったか
ルームウェア各種

3割引レ
ジ
に
て

今ついている
本体価格より

※本体1,990円（税込2,189円）以上の対象品
対象商品には赤い豆札がついています

レディース

BODY WILD
ボクサーブリーフ各種

2割引レ
ジ
に
て

今ついている
本体価格より

※本体1,000円（税込1,100円）以上の対象品
対象商品には赤い豆札がついています

〈グンゼ〉メンズ

YGインナー
各種

3割引レ
ジ
に
て

今ついている
本体価格より

※本体1,300円（税込1,430円）以上の対象品
対象商品には赤い豆札がついています

〈グンゼ〉メンズ

新 生 活 応 援 特 集 バ レ ン タ イ ン 特 集

フ ァ イ ナ ル ウ ィ ン タ ー バ ー ゲ ン

無料ラッピング
承り中
プレゼント好適品
各種取り揃えております

1010セールセール
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ララカード会員様
/1 2121 22土土 2525水水日 2828 29土土 日
/2 11水水44 5土土 日

※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）2,500円
（税抜）以上のお客様に限り
※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）2,500円
（税抜）以上のお客様に限り

倍倍

55 お戻しお戻し
ご
請
求
時

ご
請
求
時

アークスJCBの日
/1 2525水水 /2 11水水

アークスRARA JCBカードでのお支払いに限り対象と
なります。他のクレジット及びクイックペイ機能搭載
カード、モバイルクイックペイ利用は対象外です。

アークスRARA JCBカードでのお支払いに限り対象と
なります。他のクレジット及びクイックペイ機能搭載
カード、モバイルクイックペイ利用は対象外です。

%%

クレジットとクイックペイでのお支払いで⬇

「お買物金額」
から

!


