
2023年2月3日（金）ちゃんと 20

問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124（カ
ミコヅル、ショートメール可）

お母さんのための食の勉強会
＊病気を遠ざける食事・食生活を切り替える
際のコツについて
　身体を作るのは、食。本当に身体に必要
なことは何か？病気を遠ざけるにはどんな
食生活をしたらいいの？ 家族のために一緒
に学びませんか。何から始めたらいいか分
からない、家族に反対されるなど、食生活
を切り替える際のお悩みについてもお答え
します。子連れ参加も可能です。参加有料、
要事前申込。
とき／ 2月8日（水）10時～ 10時45分
ところ／千歳公民館2・3号室
参加費／ 500円
持ち物／筆記用具
申込方法／ 2月5日（日）までに、電話また
はショートメールで申込み。
問合せ・申込・電話／ 090-4240-7933（ぬ
まはた）

パソコン・スマホ無料相談
　パソコン・スマホの操作やトラブルでお困
りの方向け無料相談会を行います。お一人
様30分以内です。要事前申込。
とき／ 2月8日（水）14時～ 16時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末広6-3）
定員／ 6人（先着順）
その他／駐車場は、千歳市グリーンベルト
地下駐車場をご利用ください。まちライブ
ラリーカウンターの認証機に通すと、4時間
無料となります。
問合せ・申込／ちとせITボランティアの会
Eメール／ info@chitoseitv.net

座ってリズム体操
　参加有料、申込不要。直接会場にお越し
ください（初参加の方は少し早めにいらして
ください）。
とき／ 2月9日（木）・16日（木）いずれも
11時30分～ 12時20分
ところ／花園コミュニティセンター 1階 体
育館（千歳市花園4-2-5）
参加費／ 300円
持ち物／飲み物、動きやすい服装、運動靴、
タオル
問合せ・電話／ 090-7647-8504（講師：
東友子）

読書会RBC
　当会の読書会は申込不要、入退出自由で
す。お気軽にご参加ください。
①響遊
　参加者同士で持参した1冊を紹介します。
とき／ 2月10日（金）19時～ 20時
②RBC・本を読もう会
　1人の担当者が1冊を音読して紹介しま
す。当日は星野一博さんが五木寛之著作の
エッセイを音読します。
とき／ 2月14日（火）19時～ 20時
①②共通
ところ／千歳市民活動交流センターミナク
ール（千歳市千代田町5-7-1 千歳市民ギャ
ラリー 4F）
問合せ・申込・電話／ 24-4640（山田）

えにわ市民プラザ・アイル
＊2月の行事予定
①写真展「見てみてうちの子 ベストショッ
ト！」
　1月の講座で作成したベストショットと、新
たに募集したペットの写真（ロボット犬OK！）
を展示します。
とき／ 2月17日（金）～25日（土）
参加費／ 300円
②新企画「訪問鍼灸・マッサージ無料体験会」
　歩行困難・手足のしびれ・腰痛・ひざ、肩、
関節の痛みなどにお悩みの方。少しでも快
適に過ごすお手伝いをさせていただきます。
講師／砂金美貴さん（国家資格保有）
とき／ 2月8日（水）10時30分～ 14時
定員／ 5人（20分、要予約）
参加費／無料（初回のみ）
③新企画「ゆるヨガ」体験会！
　身体が硬くて今更無理と思っている方や
初心者の方。少人数で身体を動かしてスッ
キリしましょう。
講師／白川　知己 さん
とき／ 2月10日（金）11時～ 11時45分
定員／ 3人
参加費／ 500円
持ち物／タオル、飲み物、素足になれる動
きやすい服装。ヨガマットは貸し出します。
④タロット占い

　タロットカード、西洋占星術、手相の3つ
の占術で占い、迷いや悩みのアドバイスを
します。参加費はお問い合わせください。
講師／山田　小百合 さん
とき／ 2月15日（水）13時～ 15時30分
定員／5人（お一人様20分、申込順、要予約）
⑤フットケア体験
　足もとから美容と健康を考えましょう。爪
切りや角質ケア、ひざ下オイルマッサージな
どを行います（足に傷があるなどでケアが
できない場合があります）。素足になれる服
装でお越しください。参加費はお問い合わ
せください。
講師／ Kayoさん（フットセラピスト）
とき／ 2月25日（土）10時15分～ 15時
定員／ 6人
⑥写真整理相談会
　片付け・収納に困っている写真やアルバム、
スマホ、SDカードを持参してください。思い
出詰まった写真をよみがえらせましょう。
講師／上野　かおり さん（写真整理アドバ
イザー）
とき／ 2月16日（木）10時30分～ 13時 
※1人30分程度
定員／ 4人
参加費／ 500円
⑦チョークアートのワークショップ
　オイルパステルを使ってブラックボードに
絵を描く「チョークアート」のワークショップ。
下絵があるので、塗り絵感覚でお楽しみ頂
けます。要事前申込。参加費はお問い合わ
せください。
講師／鷲尾　歩 さん（MCAティーチャーコ
ース卒業）
とき／①2月18日（土）10時30分～ 12
時 ②2月21日（火）10時30分～ 12時
定員／ 5人（申込順）
⑧アクセサリーのメンテナンス
　真珠のネックレスの糸替え、宝石などの
洗浄、指輪のサイズ直しをします。
講師／吉田さん
とき／ 2月18日（土）13時～ 15時
定員／ 5人
参加費／ 500円～
⑨花育「おうちに花を飾ってみよう。」
　春はすぐそこ。桃の節句にぴったりなプリ
ザーブドフラワーなどを使って飾りを作りま
す。参加費はお問い合わせください。
講師／山田　きみ子 さん（「Amber」＊花
のある暮らし＊いのちとこころの花育®Haru 
花育講師）
とき／ 2月18日（土）10時30分～ 12時
定員／ 4人（申込順・要予約）
①～⑨共通
開館時間／ 10時～ 16時　※休館日／日
曜、祝日、2月28日（棚卸のため）
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

NPO法人おはな
①初開催　恵庭市心身障がい者交流事業
『ともにわ』
　子どもから大人まで、どなたでも参加で
きます。地域の方に障がいのことを知って
もらえるよう、障がい者やご家族、地域住民
を対象とした交流事業です。参加無料、申
込不要。出入り自由です。数量限定の来場
者プレゼントもあります。
とき・内容／ 2月4日（土）【①相談ブース】
10時～ 15時 【②ヴァイオリン演奏（瀧本
志保さん）】10時～ 【③ボッチャ体験】11
時～ 13時 【④手話で絵本読み聞かせ（水
野みどりさん）】13時～
ところ／緑と語らいの広場えにあす 1階 ホ
ール・会議室１（恵庭市緑町2-1-1）
問合せ／ TCSinternational
電話／ 080-9183-2224（武井）
Ｅメール／ takei@tcs-international.jp
②がんサロン　サロンおはな～がん患者家
族遺族会～
　北海道文教大学人間科学部 理学療法学
科 佐藤 明紀 教授のご協力で、初めての試
みです。健康な方のがん予防・がん患者さ
んの運動についてのお話や実践のほか、ス
トレスチェックなどを行います。参加無料、
申込不要。
とき／ 2月16日（木）10時～ 12時 ※9
時50分までに、本校舎1階受付前までお越
しください。
ところ／北海道文教大学 3号館1階 治療室1
問合せ・電話／ 080-4044-8313（NPO
法人おはな 代表理事 石上）
③居場所づくり～ふれあいサロンおはな～
　子どもから大人まで、どなたでも参加歓
迎です。ボソッと愚痴をこぼしたり、自由な

時間を過ごしたり、おしゃべりの中から元気
を取り戻したり、気軽にご利用ください。参
加無料、申込不要。出入り自由、秘密厳守。
とき／２月25日（土）18時～ 20時
ところ／緑と語らいの広場えにあす 1階 会
議室2（恵庭市緑町2-1-1）
問合せ・電話／ 080-4044-8313（NPO
法人おはな 代表理事 石上）

ミナミナ市
①しばれるよ！全員！集合！withシーニック
ナイト
　一昨年、旧かのな建物で開催した、ドア
開けっぱなしのあの無謀な！しばれる中での
イベントが、会場をはなふるセンターハウス
に移して開催。ハンドメイドやパン、焼き菓
子、おむすびやコーヒーなど、ホットな23
店が大集合！キッチンカーも10台出店しま
す！（11時～ 20時）
とき／ 2月4日（土）10時～ 16時
②nekoマルシェwithはなふるスノーフェ
スタ2023
　2月22日のネコの日を前にネコがテーマ
の前ニャ祭！ネコ好き作家さんとネコ好きさ
んのつながるマルシェを開催します。また、
保護猫団体「きたひろふく猫の会」さんも出
展します。保護猫への寄付をお願いします
～ペットフード（未開封・期限内）、猫砂（未
使用）、ペットシーツ（開封可・未使用）があ
れば会場までお持ちください。
とき／ 2月19日（日）10時～ 16時
①②共通
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）
その他／新型コロナウイルス感染拡大状況
により、日程が延期・中止となる場合があり
ます。
問合せ／minamina-ichi@hotmail.com
電話／ 090-8659-9032（ヤマグチ）
Instagram／minaminaichi

Do！Kids Lab
＊「こどもプログラミング」無料授業体験イ
ベント
　2025年からの大学入試でも情報科目（プ
ログラミング等）が必修となることを背景
に、お問合せがとても増えています。プロ
グラミング×プレゼンテーションで自分にど
んどん自信をつける「自信教育」は、Do！
Kids Labだけの特別コースです。完全予約
制、パソコン不要、手ぶらOK、キッズスペ
ース・駐車場あり。各回1家族様限定。
とき／ 2月5日（日）・12日（日）・25日（土）
①9時30分～②11時30分～③14時～
④16時10分～
ところ／ Do！Kids Lab恵み野校（恵庭市
恵み野西1-25-3）
対象／小学校1年生～中学校3年生
申込方法／電話もしくは「恵庭　プログラミ
ング」で検索
問合せ・申込／ Do！Kids Lab
電話／ 090-6695-6748

足育講座andランチ会
　ご自身やお子さまの靴、足に合ったもの
を選んでいますか？足は体を支える大切な
土台です。子どもの足の健康についてや正
しい靴選び、足のケアを学び、お子さまの
将来を守りませんか？些細な悩みもお気軽
にご相談ください。足育講座の後は、カフェ
はれる屋さんのご飯を食べながら一息つき
ましょう。料金はランチ代含む（お子さまの
分や追加注文の際は別途）。要事前申込。
とき／ 2月9日（木）10時30分～受付、
10時45分～ 1時間程度講座をしてランチ
会をします（13時頃解散予定）
ところ／カフェはれる屋（恵庭市本町17）
参加費／ 1600円（ランチ代含む）
持ち物／お子さま連れの方は普段の持ち
物、メモを取る方は筆記用具
定員／ 8組（要事前申込、先着順）
問合せ・申込／ tetteもみじ　岡田
電話／ 090-6873-8968
Instagram／@tette_momiji

生活クラブ生協恵庭支部
＊生活クラブイチオシの豚肉試食会
　生活クラブで人気の高い平田牧場の三元
豚。飼料や飼育環境にこだわって育てられ
た豚肉をいろんな部位でご用意します。お
米や牛乳とともに味わってみてください。要
事前申込。
とき／ 2月18日（土）10時～ 11時30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす2階クッ
キングスタジオ（恵庭市緑町2-1-1）
参加費／ 100円（小学生以下は無料）

申込期限／ 2月16日（木）まで
その他／マスク着用でご来場ください
問合せ・申込／生活クラブ生協恵庭支部　
竹森
電話／ 090-9085-6216

北海道新体操クラブ恵庭
＊男子新体操・バク転教室　無料体験会
　バク転やトランポリンをやってみたい君！
男子新体操をやってみませんか？当クラブ
はアクロバットのほか、新体操を通じてどん
なスポーツにも必要な体幹や柔軟性を身に
つけることを目標に活動しています。要事
前申込。
とき／ 2月18日（土）・3月19日（日）13
時～ 14時
ところ／恵庭南高校第2体育館（恵庭市白
樺町4-1-1）
対象／ 2023年度小学1年生以上の男子
持ち物／動きやすい服装、上靴、タオル、
着替え、飲み物※外靴は袋に入れ、持ち歩
きをお願いします。
申込方法／電話にて事前申込（開催日2日
前締切）
問合せ・申込／北海道新体操クラブ恵庭　
受付代表　及川
電話／ 090-7517-1494

One day shop＆フリマ
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。

結マルシェ vol.3
　可愛いハンドメイド品がお店いっぱいに並
ぶ、対面販売イベントです。ベビー用品やキ
ッズアクセサリー、大人用アクセサリーもあ
ります。リンパエステやカイロプラクティッ
クもあるので、癒されにきてください。
とき／ 2月16日（木）11時～ 14時30分
ところ／民家カフェ 結工房（千歳市勇舞
8-4-10）
問合せ・電話／ 090-1381-3355（平本）

次回の掲載は3月3日発行のちゃんと860号です。
お楽しみに!！
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