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千歳市
千歳レバンガの会 設立総会
　レバンガ北海道を愛する有志が集い、と
もに応援しながら交流・親睦を図る「千歳レ
バンガの会」を設立します。このたび、レバ
ンガ北海道の折茂武彦代表も参加する設立
総会を開催します。ぜひ、足をお運びくださ
い。参加無料。
とき／ 1月30日（月）18時～
ところ／千歳商工会議所 2階 大会議室（東
雲町3-2-6）
その他／趣旨に賛同いただける場合は、ぜひ
「千歳レバンガの会」にご加入ください。年
会費は個人会員1口5000円、法人・団体
会員2口10000円～です。
問合せ／千歳レバンガの会 事務局（千歳商
工会議所内）
電話／ 23-2175（担当　伊藤）

コープさっぽろよろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　高齢者のふれあい、生きがい、健康づくり、
引きこもり防止等を目的とした、買い物つい
でに気軽に立ち寄れる相談窓口です。当日
は、介護保険制度とサービス付き高齢者住
宅についてお話しします。握力測定や健康無
料相談も同時開催。参加無料、申込不要。
とき／ 2月2日（木）10時～ 11時30分
ところ／コープさっぽろ パセオすみよし店内
イートインスペース（千歳市住吉4-14-11）
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 地
域福祉課 地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市埋蔵文化財センター
＊キウス周堤墓群ボランティアガイド研修会
　札幌国際大学縄文世界遺産研究室の越田
賢一郎室長を講師に迎え、キウス周堤墓群
の価値や魅力を知ることをテーマに講演会
形式の研修会を開催いたします。キウス周
堤墓群や埋蔵文化財に興味がある一般の方
も参加可能です。ご来場をお待ちしており
ます。参加無料、申込不要。
とき／ 2月5日（日）13時30分～ 15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／ 100人
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。
問合せ／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）

ちとせ版ネウボラ
＊2月の開催日程
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さん（0

～ 18歳）のいる保護者やそのご家族を対
象に、妊娠・出産・産後や育児に関する相
談やサービス紹介、ご家族の健康などの相
談を行っています。要事前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・妊
婦（いずれも栄養相談あり）】2月6日（月）・
13日（月）いずれも10時～ 15時　【妊婦】
2月20日（月）10時～ 15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／【こど
も・妊婦】2月18日（土）10時～ 12時
げんきっこセンター（新富1-2-14）／【こ
ども・妊婦（栄養相談あり）】2月27日（月）
10時～ 12時、13時～ 14時
アリスセンター（勇舞1-1-1）／【こども・
妊婦】2月8日（水）10時～ 11時30分
しなの児童館（富士2-3-4）／【こども・妊
婦】2月22日（水）10時～ 11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・子育て
コンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

千歳市介護予防センター
＊ノルディックウォーキング講習会のお知らせ
　ノルディックウォーキングでたくさん体を
動かして、冬の運動不足を解消しましょう。
参加無料、要事前申込。
講師／一般社団法人地域ウエルネス・ネッ
ト代表理事　福岡　永告子 氏
対象／ 40歳以上の千歳市民
とき／ 2月8日（水）14時～ 15時30分
ところ／北桜コミュニティセンター 体育館
（千歳市北斗5-6-12）
定員／ 15人
持ち物／タオル、飲み物、運動しやすい服
装、室内用運動靴 ※ノルディックウォーキン
グポールは当日無料で貸し出します。
申込締切／ 2月6日（月）
問合せ・申込／千歳市介護予防センター（し
あわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

千歳市体育協会
＊冬のスポーツチャレンジ講習会
①3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／ 3歳児（平成30年4月2日～平成
31年4月1日生まれ）
とき／ 3月11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（申込順）
②5歳児
　もうすぐ1年生、小学校の体育が好きに
なるコツを学びながら、運動不足を解消し
ませんか？
対象／ 5歳児（平成28年4月2日～平成
29年4月1日生まれ）

とき／ 3月18日（土）9時30分～ 11時
ところ／千歳市スポーツセンター 第2体育
館（真町176-2）
定員／ 30人（申込順）
①②共通
参加費／無料
申込方法／ 1月31日（火）12時～ 17時、
2月1日（水）～ 4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
問合せ／千歳市体育協会 振興課
電話／ 22-4150（9時～17時、日・月・祝は
休み）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①【予約不要】マイナポイント申込出張申請所
とき／ 1月28日（土）10時～ 16時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／千歳市市民環境部主幹（個人番号
カード担当）
電話／ 24-0127
②【事前予約制】マイナンバーカード申請サ
ポート
とき／ 1月28日（土）10時～ 16時
ところ／ 1階センター広場
問合せ・申込／千歳市市民環境部主幹（個
人番号カード担当）
電話／ 24-0127
③旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 1月28日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④殿すずめ「クレープ販売」
とき／ 1月29日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤縁筆の会「かきぞめ大会作品展」
とき／ 1月30日（月）～ 2月12日（日）
10時～ 20時 ※最終日は15時まで
ところ／ 2階スタジオアリス隣
⑥DELILABO「ベビーカステラ」
とき／ 1月31日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦富士山の銘水「ウォーターサーバーキャン
ペーン」
とき／ 1月31日（火）～2月5日（日）10時
～19時
ところ／ 1階センター広場
③～⑦共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

スポーツ＆カルチャー
営利目的の教室・体験イベント情報は原則掲載できません。
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。

千歳習字教育連盟
＊第50回新年かきぞめ大会　作品展
　1月15日に開催した「新年かきぞめ大会」
に参加した全員の作品を展示します。入場
無料です。
とき／ 1月28日（土）12時～ 21時、1月
29日（日）9時～15時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 展示ホール
問合せ／090-5226-5229（事務局　伊阪）

ウッドカービング・ファミリー講座
＊1月編「小さな計量スプーン」
　削り馬を使い、小さな調理用計量スプー
ン（2個）を作ります。フックナイフ、ドローナ
イフ、カービングナイフの使い方も練習しま
す。参加有料、当日12時までに要事前申込。
とき／ 1月28日（土）13時～ 17時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広6-3）
定員／ 10人（先着順）
参加費／ 500円（材料費として）※小学生

以下の子どもは無料
持ち物／木くずの付きにくい服装、座布団など
（板の上に座るため、尻当てとして使用します）
申込方法／主催者（後藤）またはまちライブ
ラリー＠ちとせまでお電話ください。
問合せ・申込・電話／ 090-9759-6713（後
藤）、21-8530（まちライブラリー@ちとせ）

日本習字「縁筆の会」
＊新年かきぞめ大会作品展
　3年ぶりに行われたかきぞめ大会の作品
展です。観覧無料。
とき／ 1月30日（月）～ 2月12日（日）
10時～ 20時 ※最終日は15時まで
ところ／ちとせモール2階 スタジオアリス
様隣り（千歳市勇舞8-1-1）
問合せ・電話／ 080-6384-2512（三条）

皆で一緒に！ 写真の整理がすすむ会
＊なかなかできない写真の整理を皆で一緒
に始めよう！
　ご自宅にあるアルバム、プリント写真、スマ
ホなど「写真」をお持ちください。アドバイザー
から「写真整理の方法コツ」を聞きながら、楽し
く写真を振り返りましょう！ 前日までに要申込。
とき／ 2月3日（金）10時～ 11時30分
ところ／北ガス文化ホール ※申込時に詳細
を連絡
参加費／ 1000円
持ち物／筆記用具、整理したい写真、スマホ
問合せ・申込・電話／ 080-6795-9994（う
えの）

musubiyoga
＊ベビーマッサージ&親子ヨガ
　ベビーマッサージは触れあいを大切に、
楽しみながらできる内容です。親子ヨガは、
お子様と一緒に座りながらできる動きを行
います。授乳や抱っこでパンパンになった背
中や肩をほぐしていきましょう。参加有料、
要事前申込。
対象／座って一緒に参加できるお子様と保
護者
とき／ 2月3日（金）10時30分～11時45分
ところ／千歳市総合福祉センター（東雲町
2-34）
参加費／ 1500円
持ち物／動きやすい服装、飲み物、ヨガマッ
ト（貸出あり）
問合せ・申込・電話／ 090-9402-0448
（musubiyoga早崎）
Ｅメール／musubi.yoga22@gmail.com

猫背さん教室～綺麗な姿勢を手に
入れましょう～
　猫背改善方法をカイロプラクティックの視
点から徹底解説！ 猫背改善テクニック&運
動をお教えします。親子で参加ができます
ので、お子さんの姿勢が気になる方もどう
ぞ。参加有料、要事前申込。
とき／ 2月9日（木）10時～ 11時30分
ところ／千歳公民館（真町176-3）
参加費／ 1000円
持ち物／タオル、水分、動きやすい服装
問合せ・申込・電話／ 090‐7642‐6690（骨
セレブ 國井）

ちとせみんなのままカフェ
　講師に紫明女子学院職員の方をお迎えす
る出前講座を開催します。周囲の人と良い人
間関係を築くための、気持ちの伝え方につい
て学びませんか。内容に興味のある方はどな
たでもお越しください。お子様連れOKです
（託児はありません）。参加有料、要事前申込。
とき／ 2月28日（火）10時～ 11時
ところ／北ガス文化ホール 小会議室2（千
歳市北栄2-2-11）
定員／ 20組（親子参加可）、先着順

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

2月1日（水）
16：00まで

2月10日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

《office》 千歳市幸町6丁目14番地9 リーガルオフィスビル2F（駐車場完備）

tel.(0123)23-0374   fax.(0123)24-4096 https://www.satodh-office.jp/まずはお電話ください! ホームページ
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