
2023年2月17日（金） ちゃんと17

千歳市
フードバンク千歳
＊フードドライブ（寄付の受付）
　お家で余っている食材や生活必需品
の寄付を受け付けます。必要な方に届
けるための寄付をお願いします。参加
無料、申込不要。
とき／ 2月18日（土）10時～ 17時
30分
ところ／まちライブラリー＠ちとせ（末
広6-3）
問合せ／フードバンク千歳 すまいるは
ーと
電話／ 090-9754-7970（根本）

千歳市グリーン・ツーリズム連
絡協議会
＊食育講座
　食品廃棄の現状を知り、食品ロスの
削減に向けた正しい知識を学びます。
参加無料。
とき／ 3月4日（土）13時30分～15

時30分（開場、受付開始は13時から）
ところ／千歳総合福祉センター 402
号室（千歳市東雲町2-34）
定員／ 50人（要事前申込、先着40人
に「簡易コンポスト」贈呈）
申込期間／ 2月15日（水）～ 27日
（月）までに電話での申込（平日8時
45分～ 17時まで受付）
問合せ・申込／千歳市グリーン・ツーリ
ズム連絡協議会事務局（千歳市観光ス
ポーツ部交流推進課内）
電話／ 24-3185（直通）

千歳市食生活改善協議会
＊食生活改善推進員（準会員）の事前
説明会を開催します
　千歳市食生活改善協議会は、「私達
の健康は、私達の手で」をスローガン
に、子どもの食育教室や減塩料理教室
など、さまざまな健康づくり活動を行う
ボランティア団体です。このたび、推進
員として一緒に活動していただける方
を募集します。健康づくりに役立つ栄

養・食生活について楽しく学び、地域
ぐるみのより良い食習慣づくり、健康
づくり活動を一緒に広めませんか？
対象／食生活改善や栄養について関
心があり、市が開催する「養成講座」を
受講の上、地域において食生活改善の
活動を行うことができる方
とき／ 3月8日（水）10時～ 1時間程
度 ※別日程も相談可
ところ／千歳市総合福祉センター（東
雲町2-34）
定員／ 10人程度
問合せ・申込／千歳市保健福祉部 健
康づくり課 健康企画係
電話／ 24-0768（平日8時45分～
17時15分）

千歳市埋蔵文化財センター
＊1年に1度！琥珀勾玉をつくろう！
　琥珀を磨いて古代人のアクセサリー
である勾玉をつくります。参加無料。
対象／小学生以上（保護者同伴の場
合、対象年齢未満でも可）
とき／ 3月12日（日）13時～15時
定員／ 12人（抽選。結果は3月3日
以降に電話連絡）
持ち物／マスク、タオル、飲み物、汚
れても良い服装
申込期間／ 2月20日（月）～3月3日
（金）まで
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。
ところ・問合せ・申込／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）

令和4年度 春のガーデニング
講習会
＊日陰の庭でも初心者でもできるガー
デニング
　庭の環境によって異なる「いろいろ
な日陰の種類」や「日陰の庭でも育つ
植物の種類」など、個々の庭の環境に
合わせたシンプルでステキに見えるガ
ーデニングのポイントについて、初心
者にも分かりやすく講習します。参加
無料、要事前申込。
講師／北村　真弓 氏（株式会社イコ
ロの森　ヘッドガーデナー）
対象／千歳市民
とき／ 3月18日（土）13時30分～
15時30分
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／ 40人（申込順）
参加費／ 1500円（材料費の一部）
申込方法／2月15日（水）～24日（金）
までの間に、住所・氏名・連絡先を電
話でお知らせください。
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団
電話／ 22-1117（平日8時45分～
17時15分）

千歳職業技術専門校
＊公共職業訓練　パソコン活用科①
　パソコンや簿記の初心者を対象に、
ワード・表計算各3・2級、データベ
ース3級、プレゼンテーション2級、日
商簿記3級の資格取得・早期就職を
目指します。
とき／ 4月4日（火）～8月3日（木）
9時～16時（最大）
ところ／千歳職業技術専門校（千歳市
真々地2丁目4-8）
定員／ 15人　※応募者が少ない場合
および新型コロナウイルス諸事情により
中止することがあります。
受講料／無料　※但しテキスト代・検

定料は別途
申込方法／選考試験があります。最寄
りの公共職業安定所（ハローワーク）
にて申込が必要です。
【選考試験のご案内】
選考試験／ 3月20日（月）13時30
分集合
試験内容／筆記試験（国語、数学）、面
接　※応募者が定員に満たない場合は
筆記試験を行わないことがあります。
選考会場／千歳職業技術専門校（千歳
市真々地2-4-8）※駐車スペースに限
りがございますので、できるだけ公共
交通機関をご利用ください
持ち物／筆記用具、上履き、返信用封
筒（84円切手貼付）
申込期限／ 3月9日（木）まで
申込先／ハローワーク千歳
電話／ 24-2177
問合せ／千歳職業技術専門校
電話／ 22-2969

恵庭市
恵庭市教育委員会社会教育課
＊「えにアートギャラリー」恵庭南高校
美術部展
　花の拠点はなふるセンターハウス1
階で、恵庭南高校美術部による展示会
を開催中です。興味のある方、花の拠
点はなふるへお立ち寄りの際はぜひご
覧ください。また、ギャラリーにて展示
希望の方は社会教育課までご連絡下
さい。観覧無料。
とき／ 2月26日（日）まで　9時～17時
ところ／花の拠点はなふるセンターハ
ウス1階（恵庭市南島松828-3）
問合せ／恵庭市教育委員会社会教育
課
電話／ 33-3131（内線1714）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①ダスキン五稜千歳支店　ダスキンキ
ャンペーン
とき／ 2月17日（金）10時～15時
ところ／ 1階センター広場
②お野菜キッチンしるしる　スープ・
チュロス販売
とき／ 2月17日（金）10時～17時
ところ／東側出入口前
③みなみでかふぇ　クレープ販売
とき／ 2月18日（土）・23日（木・祝）
10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④北海道赤十字血液センター　献血車
ひまわり号
とき／ 2月18日（土）10時～ 16時、
2月19日（日）9時～ 16時 ※両日
12時30分～ 14時は中断
ところ／平面駐車場奥特設会場
⑤ちとせモールの日　お楽しみ抽選会
とき／ 2月19日（日）9時～景品無く
なり次第終了
ところ／ 1階センター広場
⑥旅するおむすびワゴン　おむすびす
みす
とき／ 2月19日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑦DELILABO　ロングポテト販売
とき／ 2月20日（月）10時～17時
ところ／東側出入口前
⑧道民共済　移動相談会
とき／ 2月20日（月）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ・電話／ 011-611-2456(道民
共済)

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22日（水）
16：00まで

3月3日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

こねない
ナスハンバーグ

材料（2人分）
・牛豚合い挽き肉 …… 200ｇ
・ナス ………………… 1/2本
・小松菜 ………………… 1袋
・大葉 …………………… 2枚
・長ネギ …………… 5センチ
・ポン酢 …………… 大さじ2
・塩コショウ …………… 少々
・付け合わせの野菜
   …………………… お好みで

手間なし簡単時短ハンバーグ！ 柔らかいので、小さなお子
様や固い物が食べにくい方にもぴったりです。牛豚合い挽
き肉でたんぱく質を補給しましょう。ナスにはカリウムが
豊富に含まれ、高血圧やむくみが気になる方におすすめの
食材です。さらに、ナスのポリフェノール（ナスニン）は
免疫力の向上や肌荒れの予防にも役立ちます。

美味監修

服部　ほのか
管理栄養士

『簡単で美味しく、栄養価の高い料理』 で複数のコン
テストにて受賞歴あり。カンタンに手に入る材料を
使った、減塩・高タンパクのレシピを開発しています。
千歳市社会福祉協議会「げんき茶屋」でも活躍中！

管理栄養士 ほのか
presents

か ん た ん♪

健康
こうけん

ごはん 第19回

エネルギー ・・・・・243kcal
たんぱく質 ・・・・・・ 19.3ｇ
脂質 ・・・・・・・・ 15.2ｇ
炭水化物 ・・・・・・・ 3.4ｇ
食物繊維 ・・・・・・・1.4ｇ
食塩相当量 ・・・・・・1.3ｇ

栄養成分（1人分）

作
り
方

❶ナスは1センチ幅の輪切りにし、長ネギはみじん切りにする。
❷フライパンをあたため、ひき肉をトレーからそのまま出してのせる。
❸②の上に大葉、ナス、長ネギをのせ、塩コショウをふる。
❹フライパンに蓋をして、火が通るまで中火で約5分焼く。
❺2等分に切り分けて皿に盛り、ポン酢をかける。

材料費（1人前） 170円約

ほのか'spoint★

時短!!


