
2023年3月3日（金）ちゃんと 18

時30分～
参加費／前売り・当日ともに2000円 ※ワ
ンドリンク付き
②Spring Concert 2023
　1月22日に大雪の影響で中止したコンサ
ートです。参加有料。
出演／明楽　みゆき（チェンバロ）、栗山　
奈津（ヴァイオリン）
とき／ 3月19日（日）開場13時30分、開
演14時30分
参加費／前売り2500円、当日3000円 ※
ワンドリンク付き
①②共通
ところ／メセナホール（千歳市幸町3-15-3 
エレガンスビル5階）
チケット販売所／千歳メセナ協会（メセナホ
ールと同）、ミナクール、エルム楽器
問合せ・申込・電話／ 27-1756（千歳メセ
ナ協会）

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歳ごろから80歳代まで
参加できます（未就学児は保護者同伴で参
加無料）。
とき／ 3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／飲み物、マスク、汗拭きタオルもし
くは着替えのインナー
問合せ・申込・電話／ 090-7515-5040（か
んなみ）

北海道文教大学
＊第1回地域未来シンポジウム
　講演「我がバスケットボール人生」折茂武
彦氏（レバンガ北海道代表取締役社長）、パネ
ルディスカッション「スポーツによる市民協働
のまちづくり」折茂氏、早坂貴敏氏（北海道文
教大学女子アイスホッケー支援部後援会長）、
渡部俊弘北海道文教大学学長。入場無料。
とき／ 3月6日（月）16時30分～ 18時
ところ／北海道文教大学鶴岡記念講堂（恵
庭市黄金中央5-196-1）
問合せ／北海道文教大学総務部
電話／ 34-0343

えにわ市民プラザ・アイル
＊3月の行事予定
①新企画「訪問鍼灸・マッサージ無料体験会」
　歩行困難・手足にしびれ・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。
とき／ 3月7日（火）10時30分～ 15時
定員／ 8人（20分、要予約）
参加費／無料（初回のみ）
講師／砂金美貴さん（国家資格保有）
②スマホで写真を楽しむ～ワンポイントアド
バイス～
　ご自身のスマホやSDカードを持参してく
ださい。
とき／ 3月8日（水）10時～ 12時
定員／ 10人
参加費／ 100円（15分程度）
講師／上野かおりさん（写真整理アドバイザー）
③新企画「ゆるヨガ」体験会！
　体が硬くて今更無理と思っている方や初
心者の方。少人数で体を動かしてスッキリし
ましょう。
とき／ 3月13日（月）11時～ 11時45分
定員／ 3人
参加費／ 500円
講師／白川知己さん
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花育「おうちに花を飾ってみよう。」
　おうちでお花見気分。桜のアーティフィシ
ャルフラワー（造花）をガラスボトルにアレ
ンジして、ハーバリウムをつくります。参加
費はお問い合わせください。
とき／ 3月11日（土）10時30分～ 12時
定員／ 5人（申込順、要予約）、開催2日前締切
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）
⑤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いたします。
とき／ 3月11日（土）13時～ 15時
定員／ 5人
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
⑥タロット占い～タロットカード、西洋占星
術、手相の3つの占術で占います～参加費
はお問い合わせください。
　2023年がどんな年になるか占ってみま
せんか？
とき／ 3月15日（水）13時～ 15時30分
定員／ 5人（1人20分、申込順、要予約）
講師／山田小百合さん
⑦足型計測・足裏分析＆ヘルスチェック
　体の痛み、疲れがとれないなど、不調は
なにからくるものでしょうか？意外にも足の
ケアが効果的かもしれません。参加費はお

問い合わせください。
とき／ 3月16日（木）10時15分～13時45分
定員／ 5名（前日まで要予約）
持ち物／普段よく履いている靴、プリントを
ご希望の方は素足になれる服装でお越しく
ださい。
⑧フットケア体験～足もとから美容と健康を
考える～
　爪切り、角質ケア、ひざ下オイルマッサー
ジ。※素足になれる服装でお越しください。
傷のある方、足の血流が悪い方のケアはで
きない場合があります。参加費はお問い合
わせください。
とき／ 3月28日（火）10時15分～ 15時
定員／ 6人
講師／ Kayoさん（フットケアセラピスト）
⑨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
新しいアートです～
　毎月新しいデザインを描くチョークアート
のワークショップです。下絵があるので、塗
り絵感覚でお楽しみいただけます。参加費
はお問い合わせください。
とき／①3月7日（火）10時30分～ 12時
（ボードの製作を含む）②3月18日（土）
10時30分～ 12時
定員／ 5人（申込順、要予約）
講師／鷲尾歩さん（MCAティーチャーコー
ス卒業）
⑩パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
　家で眠っているパワーストーンのブレスレ
ットなどのゴム交換と浄化をします。しばら
く身に着けていないものでもキレイにして
あげましょう。※お預かりも承ります。
とき／ 3月18日（土）13時～ 15時
定員／ 5人（申込順、要予約）
参加費／ 100円～
講師／ Cait・Sith　青木さん
①～⑩共通
開館時間／ 10時～ 16時　※休館日／日
曜、祝日、3月31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法人まちづくりスポット恵み野
①作っちゃおう！ごぼうと干し野菜
とき／ 3月10日（金）13時～ 14時
参加費／ 1500円
持ち物／エプロン、手拭きタオル、スリッパ
定員／ 8人
その他／当日のキャンセルはお受けできま
せん。締切以降はキャンセル料が発生しま
す。予めご了承ください。
問合せ／菜菜倶楽部Eメール　saisaiclub.
abe@gmail.com、NPO法人まちづくりス
ポット恵み野　39-2232
②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・
関節痛などでお悩みの方に。無料でマッサ
ージ体験をしてみませんか？少しでも快適
に過ごすお手伝いをさせていただきます。
要事前予約。
とき／ 3月16日（木）10時30分～ 14時
講師／砂金美貴さん（国家資格保有）
定員／ 5人（20分、要予約）
問合せ・申込・電話／080-8913-8794（川合）
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）

フォークダンス初心者無料講習会
　世界の民族舞踊をやさしい曲から踊りま
す。参加無料。事前予約不要。
とき／ 3月11日・25日・4月1日・15日・
5月13日・27日※いずれも土曜日　13
時～ 15時
ところ／恵み野会館（恵庭市恵み野北2-12-2）
持ち物／上靴、汗拭きタオル、飲料水、動
きやすい服装、コロナ対策のためマスク・
手袋着用（換気も行います）
問合せ／恵み野フォークダンスサークル　
佐渡
電話／ 36-3485

ピアノと絵本の歌がたり　キズナフ
ァミリーコンサート
　親しみやすいピアノの名曲と、絵本にオリ
ジナルの音楽をのせて歌う「絵本の歌がた
り」コンサート。参加有料。
とき／ 3月18日（土）14時30分開場、15
時開演、16時10分終了予定
ところ／ＣＡＦＥ食堂．キズナ（恵庭市黄金中
央4-3-11）
出演／村元絵美（ピアノ）、綾部潤和（絵本
の歌がたり）
参加費／中学生以上1500円（ドリンク付）、
小学生800円（同）、未就学児無料
その他／座席に限りがありますので、着席
はご予約の方を優先とさせていただきま
す。乳幼児用のござ席あり
問合せ・申込／ＣＡＦＥ食堂．キズナ
電話／ 34-2218

姉弟ストリングスデュオコンサート
　恵庭市出身・北海道教育大学岩見沢校卒
業の姉弟デュオによるクラシックコンサート
です。息の合った熱き競演をお楽しみくだ
さい（ヴァイオリン・垣原遥愛、ヴィオラ・
垣原慰吹、ピアノ・佐藤美空）
とき／ 3月21日（火・祝）開場14時、開
演14時30分
ところ／夢創館（恵庭市島松仲町1-2-20、
JR島松駅徒歩1分）
入場料金／ 1500円
定員／ 80人
購入方法／夢創館でチケットをお求め下さい
（電話36-6050）
問合せ・電話／ 080-5836-9770（垣原）

キッズ体力向上プロジェクトver.え
にわ
＊春に向かって動ける準備をしよう！
　運動に苦手も得意もない！学年ごとに行
います。
とき／ 3月26日（日）①10時～ 11時②
11時30分～ 12時30分
ところ／恵庭市立若草小学校（恵庭市中島
町4-5-1）
対象／①幼稚園年少～年長②小学1～ 3
年生
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　遠藤
電話／090-2815-8899（平日13時～17時）
Eメール／ genki_eniwa@yahoo.co.jp

仲間募集
ミセスジャズダンス&ストレッチ
＊メンバー募集中
　音楽に合わせてゆったりと、じっくり行う
全身ストレッチと、20分程度の初心者向け
ダンスを行っています。中高年の会員が無
理せず自分のペースで健康づくりを楽しむ
サークルです。
講師／水口　恵子 先生
とき／毎週火曜日10時～ 12時
ところ／北ガス文化ホール 控室5号（千歳
市北栄2-2-11）
参加費／月2000円、入会金1000円
問合せ・申込／ 090-8270-7379（中村）

SHANTI YOGA
①夜のヨガ
　ヨガサークルメンバー募集！夜にヨガをす
ることで一日の疲れが取れて夜の眠りも深
くなりやすくなります。ヨガを日常に取り入
れて心地の良い日々を過ごしませんか？要
事前申込。

とき／毎週木曜日19時～ 20時
ところ／恵み野会館2階保育室（恵庭市恵
み野北2-12-2）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装、ヨガマット
②椅子ヨガと呼吸法
　腰や膝、手首など痛めていてヨガが出来
ない、身体が硬すぎて動けない、ヨガに興
味はあるけど体力に自信がない、ヨガ初心
者など。椅子ヨガなら大丈夫です。安定した
椅子に座り、丁寧に身体を動かし呼吸と体
を整えましょう。要事前申込。
とき／不定土曜日（お問い合わせください）
9時30分～ 10時40分
ところ／生涯学習施設かしわのもり会議室
（恵庭市大町1-5-7）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装
①②共通
申込期限／前日までに電話またはショートメ
ールで申込
問合せ・申込／ SHANTI YOGA　中村
電話／090-2182-6805（ショートメール可）

レッツトライラウンドダンス
　無料体験講習会。リズムに合わせてルン
バ、チャチャ、ワルツなど。
とき／ 4月～5月の毎週火曜日10時～11
時30分※5月30日は休み
ところ／桜町会館（恵庭市桜町3-8-13）
持ち物／上靴、マスク、手袋
問合せ・申込・電話／090-6996-5851（竹内）

日本ペットシッター協会公認

年中無休
ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。

●以前ペットホテルに預けたら…　
●急な入院で…　●旅行したいが…　
●トリミングサロンや
　ペットクリニックの送迎…
●介護のお手伝い…　
●お散歩の代行 … etc

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

■恵庭市島松寿町2-7-5 
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

https://wan-nyan-hokkaido.com
tel 090-9432-7771
●道保011620351号  ●道訓011640351号　
●登録年月日 2016年4月15日 ●登録有効期限 2026年4月14日 ●動物取扱責任者　千葉 香奈

新型コロナウイルス感染予防の為、マスク、手袋等を着用、
出入時の消毒、換気の徹底、シッターの過去1週間の

検温提示を行っております。

次回の掲載は4月7日発行のちゃんと865号です。
お楽しみに!！

!!

大型施設：温風暖房機

TEL.0123-23-2419
千歳市本町２丁目6
《 受付時間 9:00～17:00 ※日曜定休》
https://takahashi-kanki.com/

大型施設：真空ボイラートイレ

ボイラー（暖房・給湯用）

一般のご家庭から店舗、学校、病院、工場等大型施設まで、

設備工事のエキスパート髙橋管機にお任せください。
給排水設備工事  給湯設備工事  冷暖房工事  空調設備工事  のことなら


