
2023年1月20日（金）ちゃんと 18

第４回
ちとせdeコレクション

作品
募集
令和5年6月1日（木）～3日（土）

千歳市民ギャラリー
千歳市千代田町5丁目7番地の1

令和5年3月1日～3月31日

・令和4年10月～令和5年3月までに取り組んだ作品
・作品ジャンルは問いません。
・作品数はひとり３点まで（小さな作品は台紙や
額に固定されていれば１作品とみなします）
・一辺が2mを越えるものは事前にご相談下さい。
・原則、ご自身で会場に搬入できるものに限ります。
・落下・倒壊のおそれがある、怪我をさせるおそれが
 あると主催者が判断したものは展示できません。
・その他、主催者の判断で展示をお断りする場合がございます。

お問い
合わせ

千歳市東雲町1丁目11番地
しあわせサポートセンター

TEL 0123-23-0012
FAX 0123-23-0022千歳市介護予防センター

展示
期間

展示
会場

応募
期間

応募
対象

千歳市内にお住まいの方はどなたでも
（他市の方との共同制作可）

応
募
規
定

お申し込みは電話または
応募フォームから

（期間前の応募はできません）

詳細はHPをご確認いただくか
下記までお問い合わせください

携
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しなの児童館
千歳市富士 2丁目 3-4

TEL＆FAX 0123-22-2977
＊節分
　ちびっこ桃太郎とおにたいじ
 1月31日（火）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 受付中

ほくおう児童館（北斗）
千歳市北斗 5丁目 6-10

TEL＆FAX 0123-42-3743
＊せつぶん
　鬼ヶ島の悪い鬼をやっつけよう！
 1月30日（月）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 受付中

しゅくばい児童館
千歳市弥生 2丁目 7-4

TEL＆FAX 0123-27-3126
＊節分
　お豆を入れる節分バッグをつ
くって、おに退治
 1月27日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 エコバッグ
 受付中

＊企業連携ぷちゼミ「子育て中

の身体チェック」提供：Breath
　出産後の腰痛や肩こりなど不
調をチェックしながら身体の使い
方や習慣を見直してみましょう。
 就学前までの子の保護者
 2月1日（水）
 10時30分～ 11時30分
 12人
  フェイスタオル、水分補給で
きるもの（水かお茶）、動きや
すい服装
 受付中

せいりゅう児童館
千歳市清流 2丁目 4-2

TEL＆FAX 0123-22-2560
＊節分製作
　お面を作って、ふうせん鬼と
遊ぼう！
 1月27日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 飲み物
 受付中

いずみさわ児童館
千歳市柏陽 2丁目 2-1

TEL＆FAX 0123-28-6110

＊いずみさわおしゃべりTime＃9
～絵本についての講話＆豆まき～
　絵本はどうやって親子で楽し
むの？ ボランティアの方が教え
てくださいます。そのあと豆まき
をしましょうね！
 1月26日（木）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 受付中

ちとせっこ児童館
千歳市花園 4丁目 3-1

TEL＆FAX 0123-42-5551
＊節分
　鬼のお面を作ってみんなで鬼
退治！ 鬼は外～福は内～
 1月27日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 受付中

ほくよう児童館（勇舞）　
千歳市勇舞３丁目４-1

TEL＆FAX 0123-26-6789
＊親子で一緒に鬼たいじ
　親子で鬼のカバン製作を楽し
み鬼をやっつけよう！

 1月27日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 受付中

希望が丘児童館
千歳市新富 1丁目 2-14

TEL＆FAX 0123-26-2060
＊ちびっこ運動会
　体操やかけっこをして運動会
ごっこを楽しもう
 1月27日（金）
 10時30分～ 11時
 10組
 水筒、汗拭きタオル
 受付中

みどり台児童館
千歳市みどり台北 5丁目 3-11
TEL0123-25-6891 FAX 0123-25-6892

＊笑いヨガ講座
　みんな笑顔で元気になりましょう！
 2月9日（木）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 1月23日（月）～

あんじゅ児童館
千歳市春日町 5丁目 1-10

TEL0123-23-8015 FAX 0123-23-8016
＊節分イベント
　鬼は外♪ 福は内♪ みんなで節
分を楽しみましょう！
 1月25日（水）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 受付中

＊企業連携ぷちゼミ
「ココロが緩むお話し会とヨガ」
提供：ヨガ教室トリーニ
　心と身体をリラックスさせたい
と思っている方、ヨガに参加して
みませんか？ 親子同室での活動
なので安心して参加できますよ。
 就学前までの子の保護者
 2月7日（火）
 10時30分～ 11時30分
 10人
  水 分 補 給 で き る も の
（水かお茶）、動きやすい服装
 受付中

児童館においでよ！
詳細は各児童館へ！　

電話申込は、午前9時からです。

千歳市児童館千歳市児童館11～～22月月の親子行事の親子行事
アイコンの説明 開催日 時間 会場 対象 定員 持ち物 講師 参加料 申込 問合せ

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更となる場合があります。

市場から青果物や水産物を調達する事業者（買受人）募集中！　
千歳市公設地方卸売市場（電話 0123-24-2709）

　みなさん、あけましておめでとうございます。本年がよりよい一年で　みなさん、あけましておめでとうございます。本年がよりよい一年で
ありますよう、市場関係者一同ご祈念を申し上げます。ありますよう、市場関係者一同ご祈念を申し上げます。
　さて今回から、千歳・恵庭市民の台所である千歳市場が、どのように　さて今回から、千歳・恵庭市民の台所である千歳市場が、どのように
して今の場所に開設されたのか、２回にわたって紹介します！して今の場所に開設されたのか、２回にわたって紹介します！

 ～ 千歳に公設の卸売市場ができるまで！　その１ ～ 

営業時間 11:00 ～14:00　水・日曜定休（市場の休市日と同じ）
電話 080-4044-4536（竹村）

市場食堂ちとせ

Twitter で千歳市場の情報を発信しています !　https://twitter.com/cts_market

　昭和 40年頃までの千歳市内の生鮮食料品流通は、青果物は青果を専門に取
り扱う市内や市外の卸問屋が、水産物は水産を取り扱う「千

せんじるししじょう
印市場」が幸町３

丁目仲の橋通り沿いで無認可の卸売市場として行っていました。しかしながら、
市内の小売店は品ぞろえを充実させるため、札幌や苫小牧方面の仲買人などか
らも仕入れをしていたことから、同じ品物にも関わらずお店によって価格が大
きく異なっていました。

（今月はここまで。来月に続きます）

　このような中、市民から生鮮食料品の価格安定を求める声が上がっていたこ
とから、千歳商工会議所が主体となって、昭和 40 年 7月に認可卸売市場とし
て「丸市市場」の開業を北海道に申請しました。
　また、一方では千歳青鮮食品卸商業協同組合が千印市場内に「朝日市場」を
設置し、千印市場を母体とした認可卸売
市場を目指しました。
　しかし、北海道は「一市一市場」の指
導方針のもと、丸市市場の開設を認可し
なかったことから、丸市市場はやむなく
東雲町 4丁目の千歳川沿いで無認可のま
ま卸売市場を開業しました。

丸市市場丸市市場
出典：千歳市史出典：千歳市史

どうしてあっちのお店と
こんなに値段が
違うのかしら…

　地域の町内会と団体で構成する千歳市祝梅コミュニティ

協議会（荒洋一会長）はさきごろ、避難所開設訓練を祝梅

コミュニティセンター（弥生2）で実施しました。2021年ま

でに行われた2回の訓練は同協議会が運営を主導しました

が、今回は祝梅コミセンを指定避難所とする寿町内会が担

当。当日は同協議会の役員や寿町内会員をはじめ、千歳市

の職員など関係者62人が参加し、災害発生時の避難所開設と運営の手順を確認しました。

　訓練では、避難所開設に必要な資材の状態を確認したほか、実際の設営や避難者の誘導等をシ

ミュレーション。昼食には、仕出し訓練として女性部が調理したカレーライスが振る舞われました。

　また、市職員の指導のもと段ボールベッドや間仕切りテントの組立てを行い、備蓄についてのレ

クチャーを受講。普段から缶詰やレトルト食品を多めに備蓄し、日常生活で消費しながら買い足す

ことで備蓄不足や消費期限切れを防止する「ローリングストック」の実践方法などを確認しました。
写真提供／千歳市祝梅コミュニティ協議会

まちかどトピックスまちかどトピックス 千歳市祝梅コミュニティ協議会
避難所開設訓練を実施


