
2023年1月27日（金）ちゃんと 16

参加費／ 200円
持ち物／筆記用具（当日、資料を配付します）
申込期限／ 2月26日（日）まで
問合せ・申込・電話／ 080-6795-9994（う
えの、ショートメール可）

パチパチクラブ
①子供のための『習字1カ月無料体験』
　書く事はとても脳を活性化する作用があ
り、集中力・思考力・観察力、コミュニケー
ション力（非認知能力）を身に付ける事がで
きます！毛筆だけではなく、えんぴつ・ペン
字もしっかり行います！文字の読み書きの基
礎も学べ、タブレットで筆順クイズ・漢字カ
ルタなど楽しく覚えることができます。少人
数制で、マンツーマンで教えます！小学１年
生から学べます！人数に達した時点で受付終
了となります。
〈千歳市〉とき／毎週火曜日 15時～ 18時
ところ／真々地会館(千歳市真々地1-7-7)
〈恵庭市〉とき／毎週金曜日 15時～ 18時
ところ／中島会館(恵庭市中島町4-17-14)
定員／ 5名程度
②そろばん1カ月無料体験会
　そろばんの楽しさを体験してみよう。15
名程度の小人数制。無料体験中は講師とほ
ぼマンツーマンなので安心してください。※
大好評のオンラインそろばんも月・水・木曜
日に行っております。教室と変わらず小人数
制で通わず自宅で受けられます。「パチパチ　
クラブ」で検索してください。要事前申込。
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵み野・
恵み野北の各町内会館。恵庭市民会館、黄
金ふれあいセンター、島松公民館、桜町団
地集会所、緑と語らいの広場えにあす【千
歳市】ゆうまいホール、あずさ・北栄南・花
園・みどり台南・幸福の各町内会館、祝梅
コミュニティセンター、コープさっぽろパセ
オすみよし店、真々地会館
対象／数字の読み書きが出来れば年中・年
長さんからでも大丈夫です
定員／各教室若干名
申込期限／定員になり次第締切
①②共通
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

親子どんぐり教室
＊ちびオニ集まれ！節分会
　節分ってなぁに？ シアターで節分の意味
を知ったり、フィンガーペイントで節分製作
をしますよ。また、節分にちなんだあそびも
盛りだくさん！ 参加者のお子さまには、ちび
オニに変身ができるオニカツラをプレゼン
ト。参加有料、要事前申込。
とき／ 1月31日（火）9時45分～ 10時
35分（9時30分から受付）
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室2
（恵庭市緑町2-1-1）
参加費／ 1000円（お釣りがないようにご
用意お願い致します）
持ち物／フィンガーペイントをするので汚れ
ても良い服装、普段の持ち物、水分補給が
できるものなど
定員／ 10組程度（先着順）
申込方法／電話またはInstagram（@tette_
momiji）
問合せ・申込・電話／ 090-6873-8968
（tetteもみじ 岡田）

ブックトークin島松教会第26章
zoom開催
　zoomでお好きな本を一冊持ち寄って本
の紹介をする読書会です ※今回はzoom
参加者のみの開催です。紹介したい本を一
冊ご用意ください。
とき／ 2月4日（土）14時30分～ 16時
30分（当日は10分前zoom入室可能です）
参加費／無料（zoomに関する費用は参加
者さんの自己負担）
申込方法／電話にて事前にお申込みくださ
い。zoom参加の申込アドレスなどを電話
にてお知らせします。
問合せ・申込・電話／090-7250-4302（野原）

恵庭スキー連盟
＊BANJIRIシーニックナイト＆無料スキー・
スノーボードワンポイントアドバイス開催
①シーニックナイトランタン点灯式
とき／ 2月4日（土）17時～
②無料スキー・スノーボードワンポイントア
ドバイス
とき／ 2月4日（土）17時30分～18時30分
①②共通
ところ／恵庭市民スキー場（恵庭市盤尻330-
2）
参加費／無料
その他／無料ワンポイントアドバイスを受け
られる方はリフト代（ナイター券500円）が
別途必要です。
問合せ／恵庭スキー連盟総務部（ワンポイ
ントアドバイス事務局）浦松（うらまつ）
電話／ 090-2812-4360
Eメール／kouichinomado117011701170@
ezweb.ne.jp

恵庭ライブミュージック実行委員会
＊ヴァイオリン＆ヴィオラDUO「Hacchi」コ
ンサート～ディヴィッド　マシューズの世界～
　世界的なジャズピアニスト・アレンジャ
ー・作曲家であるディヴィッド　マシューズ
氏が、瀧本志保（ヴァイオリン・恵庭市在住）、
後藤美和子（ヴィオラ・千歳市在住）のデュ
オ「Hacchi」に書き下ろした「ヴァイオリン
とヴィオラの為の二重奏曲」をはじめ、耳な
じみのある曲を演奏します。60名限定。マ
スク着用をお願いします。要事前予約。
とき／ 2月5日（日）13時30分開場、14
時開演（15時頃終演予定）
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵庭
市黄金南5-11-1）
料金／一般1000円、小学生以下500円
（事前予約制、料金は当日会場でお支払い
ください）
予約・問合せ／恵庭ライブミュージック実
行委員会
電話／ 090-1649-0028

NPO法人まちづくりスポット恵み野
①お下がり交換会（要事前予約）
とき／2月8日（水）10時～12時50分（20
分ごとの完全入れ替え制）
参加費／専用袋代200円
申込方法／公式Facebook、Instagramか
ら申込フォームに進んでください。
【お下がりの事前回収にご協力ください！！】
回収期間／ 1月23日（月）～2月6日（月）
注意事項／サイズ160までの子供服とマタニ
ティウェアのみの取扱いです。下着・肌着・寝
間着は新品のみ。次の方が気持ちよく使える

ものの提供をお願いします。記名のあるもの
も受付可能。靴やおもちゃなどの小物の提供
はご遠慮ください。専用袋の追加は1枚100
円です。当日もお下がりを受け付けます。
②作っちゃおう！手づくりポン酢
とき／ 2月10日（金）13時～ 14時
持ち物／エプロン、手拭きタオル、スリッパ
参加費／ 1500円
定員／ 8名
申込締切／ 2月3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／菜菜倶楽部
Eメール／ saisaiclub.abe@gmail.com
①②共通
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）
申込・電話／ 39-2232

ヨガセラピー
①乳がん経験者のためのヨガ
　無理のない範囲で少しずつ体をほぐし、
心にも優しい時間を過ごしましょう。インス
トラクターも乳がん・子宮頸がん経験者で
す。お気軽にお問い合わせください。
とき／ 2月11日（土・祝）・25日（土）10時
30分～11時45分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室2
（恵庭市緑町2-1-1）
対象／乳がん患者さん・その家族・友人等（そ
の他のがん種の方も参加可能、女性限定）
②シニアヨガ
　膝や腰に不調のある方・体力に自信のな
い方でも、椅子やタオルを使用して無理の
ない範囲で体を動かし、体力の維持・向上
を目指しましょう！
とき／ 2月3日（金）・7日（火）・10日（金）・
14日（火）・17日（金）・21日（火）・24日（金）・
28日（火）10時30分～ 11時30分
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり
会議室（恵庭市大町1-5-7）
対象／ 60歳以上の方
③やさしい椅子ヨガ
　きついポーズや激しい動きはありません。
ヨガが初めての方や身体がかたい方、運動
が苦手な方、心身に不調のある方もご参加
頂ける椅子を使用したヨガです。
とき／ 2月4日（土）・18日（土）10時30
分～ 11時30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室2
（恵庭市緑町2-1-1）
対象／どなたでも
①～③共通
参加費／ 700円（初回体験無料・回数券購

入で600円）
持ち物／裸足になれるジャージ等の動きや
すい服装、あればヨガマット（無料貸出あ
り）、長めのタオル、飲み物
申込期限／前日まで要申込（キャンセルは当
日でも可。キャンセル料は一切かかりません）
問合せ・申込／日本ヨガメディカル協会　
認定ヨガセラピスト　吉田直子
電話／ 090-1641-6933（ショートメール可）

キッズ体力向上プロジェクトver.え
にわ
＊冬の運動不足解消！
　おもいっきり動いて発散しましょう。サー
キット運動、かけっこ、ボール運動、鉄棒、
跳び箱など。運動は学年ごとに行います。
対象／小学1～ 3年生
とき／ 2月19日（日）11時30分～12時30分
ところ／恵庭市立恵庭小学校（恵庭市福住
町2-9-13）
参加費／ 700円
定員／各35人
申込方法／次の内容を記入したEメールに
て受付（書式自由）①氏名(子・保護者・子
フリガナ)②学校園名・学年③住所④連絡先
（連絡のつくお電話） ※引率者（見学）は1
人のみです。すぐに自動返信メールが届き
ます（受信設定の確認をお願いします）。受
付可否メールが事務局から、3日以内に送
付されます。
問合せ・申込／子ども体力向上プロジェク
ト　事務局
電話／ 090-2815-8899（平日13時～ 17
時、遠藤）
Eメール／ genki_eniwa@yahoo.co.jp

幼児の発育発達を促す ダメのない
運動遊び教室
　つい言ってしまう「ダメ！」をなくして、子ども
の発達に必要な運動を遊びに変換しました。
最低限のルールで、やりたい運動を思う存分
やってもらいます！ 参加有料、要事前申込。
講師／作田　文子 氏
対象／就学前の幼児（3歳以上）
とき／ 2月21日（火）15時30分～16時30分
ところ／恵庭市総合体育館（恵庭市黄金中
央5-199-2）
参加費／ 700円
定員／ 15人（先着順）
申込方法／下記の電話番号まで、①氏名
（保護者）②年齢③住所を記載したショート
メッセージをお送りください。
問合せ・申込・電話／ 090-8371-0019（松岡）

　千歳市内の廃棄物処理や汚水汲み取り
などを請け負う協業組合カンセイ（千歳市
流通１）はさきごろ、千歳市奨学基金に100
万円の寄付を行いました。同組合の創業70
周年を記念して、初めて奨学基金へ寄付。
昨年12月に曙嘉輝代表理事（写真左から２
番目）と曙宏樹専務理事（写真左端）が市長
応接室を訪れ、山口幸太郎千歳市長に寄付
金の目録を贈呈しました。
　目録を受け取った山口市長は「創業当時から大変な仕事を続けられてきましたが、カーボン
ニュートラルへの取り組みなど、社会の変化に対応しながら引き続き頑張ってほしい」と激励。
曙代表理事は「学業に励めるよう支援することで、子どもたちが千歳をもっと好きになってく
れることを願っています。100年企業を目指してこれからも頑張ります」と話していました。

協業組合カンセイ
千歳市奨学基金に100万円を寄付

シニア向けポータルサイト

恵庭市役所介護福祉課　電話 0123-33-3131（内線1209・1246）

http://wellness-e.jp/

ご存じですか？　恵庭市認知症地域推進委員
　認知症は特別な病気ではなく、私たち自身や家族、身近な人など誰にでも起
こりうる病気です。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるため、恵
庭市では地域包括支援センター (たよれーるきた、たよれーるみなみ)に「認
知症地域支援推進員」を2名配置し、認知症の方やその家族への支援体制の充
実を図っています。

●認知症の方やその家族の相談支援
●地域の方に身近な病気として認知症を理解していただく活動
（例：認知症に関する講話、認知症サポーター養成講座、講演会や映画上映会の開催など）
●医療機関など関係機関との連携
（認知症の方やその家族が、状況に応じて必要な医療や
介護等のサービスを受けられるようにするため）

★認知症地域支援推進員はこんなことをしています

◆悩まずにご相談ください
「認知症のことを相談したい」「家族が認知症
でどうしたらいいか悩んでいる」など、認知
症に関する相談がありましたら、一人で抱え
込まず、遠慮なくご相談ください。

恵庭市保健福祉部介護福祉課
恵庭市きた地域包括支援センター (たよれーるきた)　　

堀江　電話 0123-25-3100
恵庭市みなみ地域包括支援センター (たよれーるみなみ)　　

奥宮　電話 0123-34-8467

連
絡
先




