
2023年2月17日（金）ちゃんと 16

⑨DOSウォーターサーバーキャンペー
ン
とき／ 2月21日（火）・22日（水）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑩DELILABO ベビーカステラ販売
とき／ 2月22日（水）10時～17時
ところ／東側出入口前
①～⑦、⑨⑩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。

バランスボール体験会
　正しく乗って代謝アップ！ 跳ねて、
弾んでストレス発散！バランスボール
の体験会です。椅子に座れる2歳頃か
ら80歳代まで参加できます。参加有料
（未就学児は保護者同伴で無料）、要
事前申込。
とき／ 2月22日（水）10時30分～
11時15分
ところ／東雲会館（千歳市東雲町
1-10）
参加費／ 1000円（ボールレンタル料
込み）
持ち物／水分、マスク、汗拭きタオル
もしくは着替えのインナー
問合せ・電話／ 090-7515-5040（菅
なみ）
Eメール／ bb.hazumu.bb@gmail.
com

千歳市不登校の子を支える親の
会　ぽっけ
　不登校や行き渋りお子さんのこと１
人で悩んでいませんか？ 話すこと聞く
ことでこころを軽くを目的に開催して
います。
とき／ 2月26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
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

musubiyoga
＊春の養生講座
　2月は「立春」を迎え、まだ寒い季節
ですが、少しずつ春へと移り変わって
いきます。冬の養生に続き、春の過ご
し方を薬膳フードデザイナー、鍼灸師
の専門講師からお話させていただきま
す。薬膳について、東洋医学に基づき
生活養生、心のことについてのお話。
今回は春の経絡に沿ったお灸体験も
出来ます。対面またはオンラインどち
らでも選択できます。託児付きですの
で、お子様連れの方もお待ちしており
ます。詳しくはお問い合わせください。
参加有料、要事前申込。
とき／ 2月27日（月）10時30分～
11時45分
ところ／ヨガ教室トリーニ（千歳市住吉
5-2-11コットンハウスII 1階）
参加費／【初回の方】2500円 【継続
受講の方】2000円
持ち物／筆記用具
問合せ・申込／musubiyoga

電話／ 090-9402-0448（早崎）
Eメール／musubi.yoga22@gmail.
com

日曜朝活！ お寺でヨガを始めま
せんか？
　何かを始めたい時、どうせなら健康
になることを選びましょう。朝のお寺で
みんなで一緒にヨガしましょう。参加有
料、要事前申込。
とき／ 3月5日、26日いずれも日曜
日、8時45分～ 9時45分
ところ／秀法寺（千歳市北信濃632-4）
参加費／ 1回1500円（継続割引あり）
持ち物／ヨガマット、水分、タオル
問合せ・申込・電話／ 080-4042-0141
（VYSYOGI加藤、ショートメール可）

ナツメ堂鍼灸院
＊歩行困難、身体が不自由な方対象！
無料訪問鍼灸マッサージ体験
　「ハリって痛そうで怖い、お灸は熱い
からムリ」そんな皆さんの不安を取り
除いて鍼灸を広める活動として、歩行
困難で外出できない方を対象に訪問体
験会を開催します。ぜひ多くの人に「は
りきゅう」の良さを体感していただきた
いと思います。参加無料。
とき／2月20日（月）～2月25日（土）
ところ／ご自宅に伺います（恵庭・千
歳市内限定）
対象／訪問鍼灸マッサージに興味のあ
る方
定員／限定3名
問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
電話／ 21-8988

日本習字墨之会
＊第4回日本習字墨之会児童・生徒か
きぞめ展
　かきぞめ作品をカワイイ軸にして展
示します。壁面を彩る幼児・小中学生の
力強い字を鑑賞しましょう。観覧無料。
とき／ 2月20日（月）～3月5日（日）
9時～22時※初日は15時から
ところ／緑と語らいの広場えにあすエ
ントランスホール（恵庭市緑町2-1-1）
問合せ／日本習字墨之会事務局　河本
電話／ 090-6265-1852

NPO法人まちづくりスポット恵
み野
＊第4回コミスクかふぇ
　地域と学校が繋がるためには何が必
要なのだろうか。恵み野中学校の丸山
真嗣典校長をお招きして具体的な事例
を紹介していただき、ワークショップを
行います。参加無料。
とき／ 2月21日（火）18時30分～
20時30分（受付18時から）
ところ／恵庭市民会館3階中ホール
（恵庭市新町10）
申込期限／ 2月17日（金）まで
問合せ・申込／恵庭市教育委員会社
会教育課
電話／ 33-3131（内線1711）

RISE ONE
＊シニア向けスマホ教室開催
　スマホ教室に参加して楽しくスマホ
の使い方を身に着けませんか？2～ 5
月にかけて計3回の開催を予定してい
ます。LINEの使い方から検索のやり

方など、すべて受ければスマホをマス
ターしたも同然！。要予約、初回参加
無料。
とき／①3月1日（水）14時～ 16時
②3月7日（火）14時～ 16時③3月
8日（水）14時～ 16時
ところ／①柏陽憩の家（恵庭市柏陽町
1-26）②大町憩の家（恵庭市大町4-5-
15）③和光憩の家（恵庭市和光町3-1-1）
対象／会場に自力で通うことが可能な
高齢者の方
定員／ 15人
その他／初回は地図アプリ、カメラア
プリ、LINEについて解説いたします
申込期限／ 2月24日（金）まで
問合せ・申込／グッジョブえにわ　大瀧
電話／ 47-9312

表千家茶道サークル
　気軽に楽しく茶道を体験しません
か。
とき／3月7日（火）・3月21日（火・祝）
13時～ 16時
ところ／恵庭市民会館3階和室（恵庭
市新町10）
参加費／ 500円（抹茶・お菓子付き）
講師／福田道子さん
持ち物／白いくつ下
定員／ 3名（申込順）
申込期限／ 3月5日（日）まで
問合せ・申込／表千家茶道サークル
電話／ 090-5984-9260（中村）

仲間募集
フラサークルKūlewa（クウレ
ヴァ）
　発足したばかりの初心者対象フラ
ダンスサークルです。ハワイアンソン
グに合わせて身体を動かし、心も体も
リフレッシュ。知らず知らずに体幹が
鍛えられ、振りを覚えて脳も活性化！
Lessonは月2回。皆さんと楽しく踊っ
て、健康でHappyな毎日を送りましょ
う。要事前申込。
とき／①2月27日（月）10時45分
～ 12時15分②3月6日（月）10時
～ 11時30分③3月27日（月）10時
45分～ 12時15分
ところ／①③恵庭市総合体育館2階研
修室（恵庭市黄金中央5-199-2）、②
恵み野会館2階集会室（恵庭市恵み野
北2-12-2）
参加費／ 1回1000円（1～ 6回目ま
で800円）、無料体験レッスン随時受付
持ち物／練習用スカート（レンタルあり）、
動きやすい服装（すべり止め付きくつ下
カバーやバレーシューズ等が踊りやす
いです）、飲み物、タオル、筆記用具
申込期限／開催前日までに要申込
問合せ・申込・電話／ 090-5222-
8828（松上、ショートメール可）

有機無農薬家庭菜園仲間募集
　ボカシ肥料・EM菌等利用の有機無
農薬菜園、30年程継続、安心安全の野
菜をDIY、非営利の運営により低費用。
開園期間／ 4月～ 10月末まで
ところ／恵庭市中央（道道島松千歳線　
中恵庭簡易郵便局信号近く）
利用料金／1区画33㎡（10坪）

3000円、2区画×2500円、3区画
以上×2000円
その他／道具は各自準備。ボカシ肥料
等有料、堆肥無料、年2回トラクター
耕起
申込期限／ 3月31日（外応談可）、定
員あり
問合せ・申込・電話／080-2870-1956
（やましろ）

...

次回の掲載は3月17日発行のちゃんと862号です。
お楽しみに!！

千歳（一部恵庭）発着

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳営業所（流通3丁目3-12） 　駐車スペース有　利用バス：つたいバス（道内）
日帰り・宿泊バスツアー

①～③
HOKKAIDO LOVE! 割
④ながさきで心呼吸の旅

北海道知事登録旅行業第2-583号

■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

※契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し弊社の規定により申し受けます。
詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※全て税込です。

集合場所▶千歳営業所、
 恵庭駅東口
食事▶1昼付
出発▶千歳8:30、恵庭9:10 
帰着▶恵庭15:50頃、
　　　千歳16:30頃

3/20月出発日

3/9木出発日

7,160円
■支払額 〈大人〉お1人様

【3/31迄】最大補助1名1泊あたり
5,000円（交通付）、
3,000円（その他）、クーポン券（電子） 
平日2,000円・休日1,000円分

【3/31迄】最大補助1名1泊あたり
5,000円（交通付）、
3,000円（その他）、クーポン券（電子） 
平日2,000円・休日1,000円分
※ワクチン接種証明書（3回）又は対象検査等陰
性証明・身分証・同意書が必要です。予算終了又は
感染拡大等により中止となる場合がございます。 

※ワクチン接種証明書（3回）又は対象検査等陰
性証明・身分証・同意書が必要です。予算終了又は
感染拡大等により中止となる場合がございます。 

全国旅行支援適応
割引20%（一律）

小樽寿司屋通り生ちらしランチ
田中酒造 「糀まつり」・自由散策
かま栄揚かまぼこ800円相当おみやげ付

登別 第一滝本館に泊まって
民族共生象徴空間ウポポイ見学

九州 チューリップ咲く
ハウステンボス・長崎夜景と
卓袱料理大漁番屋虎杖浜お買物

新日本海フェリーで行く! 秋田 角館しだれ桜と
岩手 北上展勝地 桜のトンネル

工場見学 石狩「ホクレンパールライス」
と札幌「蒲鉾のかね彦」（お土産付）
「春の洋ラン・ツバキ展」百合が原公園
佐藤水産昼食日帰り

3/22水出発日

1DAYパスポート付 

3日間

3日間

日帰り

集合場所▶千歳営業所　食事▶1朝1昼1夕付
宿泊▶1日目：登別温泉 第一滝本館

集合場所▶新千歳空港　食事▶2朝1夕付
宿泊▶1日目：東横イン佐世保駅前又は同等クラス
　　　2日目：稲佐山観光ホテル又は同等クラス
利用航空▶スカイマーク　添乗員同行
利用バス▶九州バス又は同等クラス

クーポン券 平日2,000円分付

2日間

旅行代金 8,950円
補助額 1,790円

18,000円
■支払額 〈大人〉お1人様
（4名1室） 旅行代金 22,500円

補助額 4,500円

19,600円（2~3名1室） 旅行代金 24,500円
補助額 4,900円

■支払額 〈大人〉お1人様 補助額10,000円 

89,500円（2名1室） 旅行代金 99,500円

95,500円（1名1室） 旅行代金 105,500円

25,500円（1名1室） 旅行代金 30,500円
補助額 5,000円

集合場所▶千歳営業所、恵庭駅東口
食事▶1昼付(生ちらしセット・温そば付)
出発▶千歳8:00、恵庭8:50
帰着▶恵庭16:20頃、千歳17:00頃 

3/2木出発日
5,880円
■支払額 〈大人〉お1人様

クーポン券 2,000円分付

クーポン券 2,000円分付 クーポン券 4,000円分付

旅行代金 7,350円
補助額 1,470円

4/20木出発日

集合場所▶千歳営業所
食事▶2朝1夕付
宿泊▶1日目：船中泊（B寝台）
　　　2日目：ダイワロイネットホテル秋田

〈大人〉お1人様
45,500円（2名1室）

46,500円（1名1室）

❶ ❷

❸

❺

❹

出発
決定

出発
決定

ちとせ・まち
魅力検定2022
基礎編（4） 問題は6ページ

問題1  ②228か所
問題2    ①111トン
問題3   ①恵庭岳（えにわだけ） 

問題4   ③ヒメマス
問題5   ①青葉公園


