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千歳市
みなカフェin千正寺
　地域の方の心地よい居場所づくりを目指
しています。何をしてもしなくても、ここに
来るとちょっと楽しい催しです。脳トレや塗
り絵のセルフトレーニングもできますよ。午
前中は、小物づくりやふまねっとなどを皆で
楽しみましょう。午後からは、お寺さんユー
チューバーの歌謡リサイタルを開催予定で
す。10時過ぎから北欧パンの出張販売もあ
ります。参加無料、申込不要。
とき／ 3月9日（木）【午前】10時～ 12時
【午後】13時～ 15時
ところ／千正寺（千歳市清水町1-14）
持ち物／エコバッグ、水分、タオル、マスク
着用
問合せ／千歳市南区地域包括支援センター
電話／ 080-6061-0697

まちライブラリー＠ちとせ
＊2・3月生まれさんの誕生日会
　年齢・性別・職業関係なく、同じ月に生
まれた人同士でお誕生日会をします。ゲー
ムをしたり、誕生日月について話し合って互
いにお祝いしませんか？　参加無料、前日
までに要事前申込。
とき／ 3月10日（金）18時～ 19時30分
持ち物／好きなお菓子や飲み物（お酒もOK）
ところ・問合せ・申込／まちライブラリー＠
ちとせ（末広6-3）

電話／ 21-8530

北斗認定こども園　ルンルンらびっと
＊読み聞かせの効果
　読み聞かせにどんな効果があるの？ 最近
の面白い絵本ってなに？ 年齢に合った絵本を
探してみませんか。参加無料、要事前申込。
とき／ 3月14日（火）10時30分～11時30分
持ち物／飲み物、動きやすい服装
ところ・問合せ・申込／北斗認定こども園（千
歳市新富1-1-41）
電話／ 22-5983

北海道千歳高等支援学校即売会
　生徒が日常の学習（作業学習）で作成し
た製品を市内2カ所で販売します。木工（木
べら、木のおもちゃ等）、革工（カードケース、
ポーチ、ネームホルダー等）やメモ帳など。
とき／ 3月14日（火）10時30分～14時30分
ところ／①千歳市総合福祉センター 1階フ
ロア ②イオン千歳店 1階フロア
問合せ／北海道千歳高等支援学校
電話／ 23-6681

恵庭市
前期スポーツ教室のご案内（4月～
9月）
　大人向け教室（16歳以上の市民）①火曜・
リラックス＆エナジーヨガ教室②木曜・バレ
トン教室。要事前申込

　子供向け教室（市内小学校1年生～6年生）
③月曜・リズムジャンプ体操教室。要事前申込
時間／①19時15分～ 20時30分②10
時15分～ 11時15分③17時～ 18時
ところ／恵庭市総合体育館 研修室（恵庭市
黄金中央5-199-2）
参加費／詳しくはお問い合わせください
持ち物／動きやすい服装、上靴、飲み物、
マスク、タオル（ヨガ教室はヨガマット、バレ
トン教室はヨガマットとストレッチポール）
定員／①②各20人③15人
申込期間／ 3月6日（月）～3月12日（日）
支払期間／3月20日（月）～3月26日（日）
申込方法／ NPO法人恵庭市体育協会ホー
ムページ
問合せ／ NPO法人恵庭市体育協会
電話／ 21-9900

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①お野菜キッチンしるしる　スープ・チュロ
ス販売
とき／ 3月3日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②燻製と檸檬Bitters　燻製サンドとレモネ
ード販売
とき／ 3月4日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③北海道赤十字血液センター　献血車ひま
わり号
とき／ 3月4日（土）10時～ 16時、3月5
日（日）9時～16時 ※昼中断有
ところ／平面駐車場奥特設会場
④殿すずめ　クレープ販売
とき／ 3月5日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤DELILABO　ベビーカステラ販売
とき／ 3月6日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥道民共済　移動相談会
とき／ 3月7日（火）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）
⑦DOSウォーターサーバーキャンペーン
とき／ 3月7日（火）～9日（木）10時～18時
ところ／ 1階センター広場
⑧ペッピーキッズクラブえいごであそぼ！
とき／ 3月9日（木）・10日（金）・13日（月）

13時～18時30分、3月11日（土）・12日
（日）10時30分～ 17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑤、⑦⑧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。

スマホ写真のお悩み解決！ 撮った写
真を楽しもう
　スマホ写真の活用方法や操作方法など、
ちょっとしたギモンにお答えします。前日ま
でに要申込。
とき／ 3月7日（火）10時、11時、13時か
らそれぞれ1人55分間
ところ／東雲会館（千歳市東雲1-10）
参加費／ 300円
定員／各3人
持ち物／筆記用具、スマホ
問合せ・申込・電話／ 080-6795-9994（う
えの）

クラシプラス
＊ルーシーダットン体験会
　毎日の暮らしに楽しいをプラス。クラシプ
ラスの今月の内容は「タイ式ヨガ・ルーシ
ーダットン」です。タイの仙人がする体操、
と呼ばれるルーシーダットンは、独特の呼吸
法に合わせて体を伸ばす運動です。ヨガを
やるには体が硬くて…という方も大丈夫！初
めての方でも分かりやすくお伝えいたしま
す。要事前申込。
とき／ 3月16日（木）13時～ 14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／ 1000円
持ち物／ヨガマットや大きめのバスタオル、
飲み物、動きやすい服装
申込期限／ 3月15日（水）まで
問合せ・申込・電話／ 090-2872-6409（山
内、ショートメール可）

千歳メセナ協会
①郷仁（ごうめぐみ）医師講演会
　テレビやラジオで後援されている郷先生
を招き、聞くと納得の楽しい講話を聞きま
す。参加有料。
とき／ 3月12日（日）開場13時、開演13

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

3月8日（水）
16：00まで

3月17日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

サックサクのとんかつ食べて
ホッと一息しませんか
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札幌で昭和27年に創業した老舗のこだわりは「熟成とん
かつ」。豚肉を低温で35日間熟成させて、旨味と柔らかさ

ての生パン粉で包み、大量の植物油で揚げたとんかつは
肉汁もたっぷり。一枚一枚に想いが込められた、とんかつ
好きのためのとんかつです。

千歳市錦町3丁目5-4

営／11:00～21:00
　　（LO20:45）
休／なし　Ｐ／あり

TEL 0123-68-1010
千歳店

● ★

●

ビック
リッキー

ン
ブ
セ

ン
ブ
レ
イ

駅
歳
千
↑36

玉藤

とんかつ玉藤

店内飲食・お持ち帰り

※有効期限：令和5年3月末まで 
※本券1枚で1組様まで 
※他サービス券・金券との併用不可

＼ お会計より ／

20%OFF

〈 千歳店限定クーポン 〉
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恵庭市恵み野西5丁目10-4　TEL 0123-36-2311

総合ペット学科　山美　希実

「動物と共に学ぶ」をコンセプトに学内で犬や猫、その他に
もたくさんの動物たちを飼育しています。トリマーやドッグ
トレーナーを育成する「総合ペット学科」、動物看護師を育
成する「動物看護師学科」、飼育員を目指す「動物飼育学
科」があります。

エコ・動物
専門学校
　  だより

第11回

犬同士のあいさつについて
　お散歩中、犬同士がにおいを嗅ぎ合う姿などはたまに見かける光景です。
　ただ、中には犬の気持ちを無視して無理やり近づけている
飼い主さんも見かけます。それは本当に愛犬が望んでいるこ
となのでしょうか？
　犬好きな子であれば喜んで行きたがるでしょうし、犬嫌いな
子であれば怖がったり避けようとしたりします。まずは愛犬の
気持ちを考えてあげましょう。
　そしてもう一つ大事なのは相手の犬のこと。散歩中出会う犬もまた、皆が犬好
きとは限りません。まずは犬を近づける前に必ず飼い主さんに確認しましょう。

　承諾を得て初めて犬同士を会わせますが、犬
たちは人間同士が承諾を取り合っている間に既
にお互いサインを出し合っています。遊ぼう！だっ
たり仲良くなろう！から、あなたの敵ではありませ
んよー、近づいてほしくないなーなど、そのサイン
を見て近づいたりやめてみたりしています。それ

を無視して人が近づけてしまうと喧嘩やトラブルのきっかけになってしまいます。
　リードの状態も注意が必要です。多いのがリードをピンと張らせて犬に近づけ
ていること。何かあった時に止めやすいという点においては良いですが、愛犬の
緊張感や興奮度を高めてしまうことがあります。リードはな
るべくゆるんでいる状態での挨拶が理想です。
　近づいても全く関心のない態度。仲良くしたいのになん
だか素っ気ないなーと思うかもしれません。でも犬たちはす
でに挨拶成立です。あとはそっとしておきましょう。


