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千歳市
ちとせdeコレクション　作品募集
中
　2022年10月～ 2023年3月の間に
取り組んだ作品を募集します。ご応募い
ただいた作品は、2023年6月1日～ 3
日の間千歳市民ギャラリーに展示予定で
す。出品料は無料です。作品には規定が
あります。詳細は千歳市社会福祉協議会
のホームページをご覧いただくか、下記
までお問い合わせください。
応募締切／ 3月31日（金）まで
対象／千歳市内にお住まいの方
参加費／無料
応募方法／お電話または社協ホームペー
ジの応募フォームからご応募ください。
問合せ・申込／千歳市介護予防センター
（千歳市東雲町1丁目11番地　しあわ
せサポートセンター内）
電話／ 23-0012

海上保安庁千歳航空基地
＊「未来に残そう青い海・海上保安庁図
画コンクール」応募作品を展示します
　海上保安庁が昨年「未来に残そう青い
海」をスローガンとして小中学生を対象に
募集した図画コンクールの作品を展示し
ます。恵庭市・千歳市から寄せられた多
数の応募作品をぜひご覧ください。観覧
無料です。
とき／ 3月10日（金）～22日（水）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／第一管区海上保安本部 千歳航
空基地管理係
電話／ 23-9118（代表）

神経難病「患者と家族」の相談・
交流会
　筋萎縮性側索硬化症（ALS）を初めとす
る神経難病患者の療養と介護上の問題点
や悩みを話し合う会です。参加無料、申
込不要。直接会場へお越しください。
とき／ 3月15日（水）10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階（東
雲町1-11）
問合せ／日本ALS協会北海道支部 千歳
支会
電話／090-8638-0297（支会長　澤口）

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／ 3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）

千歳恵庭地域助産師会
＊オンライン妊婦さん教室
　赤ちゃんの発達の視点を捉えた快適・
安心なお世話のポイント、心の発達につ
いてお伝えします。（抱っこ、授乳、寝か
せ方など）使いやすい身体作りは乳児か
らの関わり方が大切です。親子でニコニ
コの産後をスタートできるよう妊娠中の
今から一緒に学びませんか。参加無料。
とき／ 3月23日（木）15時～
ところ／オンラインのみでの開催
問合せ・申込・電話／ 070-3861-9538
（マナ助産院　木戸）

まちライブラリー＠ちとせ
＊春のガーデニングを楽しもう
　お茶を飲みながらバラ、宿根草などの
話をしませんか。参加無料。
とき／ 3月24日（金）18時～19時30分
問合せ・ところ／まちライブラリー@ち
とせ（千歳市末広6-3）
電話／ 21-8530

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①DELILABO　ロングポテト販売
とき／ 3月10日（金）・14日（火）10時
～ 17時
ところ／東側出入口前
②富士山の銘水ウォーターサーバーキャ
ンペーン
とき／ 3月10日（金）～ 15日（水）10
時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
③みなみでかふぇ　クレープ販売
とき／ 3月11日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④ハンドメイドフェスタ　マルシェ デ アッテ
とき／ 3月11日（ 土 ）10時 ～ 16時　
12日（日）9時～16時
ところ／ 1階センター広場
⑤研ぎ処卓～ taku～　包丁研ぎ
とき／ 3月11日（ 土 ）10時 ～ 17時　
12日（日）9時～ 17時 ※受付は16時
30分まで。ご依頼状況により受付終了す
る場合もございます。
ところ／東側出入口前
⑥お野菜キッチンしるしる　スープ・チュ
ロス販売
とき／ 3月12日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑦ジェリーズポップコーン
とき／ 3月14日（火）～ 16日（木）10
時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
⑧DELILABO ベビーカステラ販売
とき／ 3月16日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑧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。

3月「腰痛には、腹式呼吸で腹圧
を安定すること」
　腹式呼吸を理解し、コンディショニング
エクササイズでお腹周りを締めていきま
す。詳しくはお問い合わせください。
①火曜・木曜クラス
とき／毎週火曜日、木曜日10時～ 11時
対象／火曜は男女問わず、木曜は女性限定
参加費／ 800円
②日曜夜クラス
とき／ 3月12日・26日 19時～
対象／男女問わず
参加費／ 1200円
①②共通
ところ／東雲会館 4号室（千歳市東雲町
1-10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、タオル2枚
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124
（カミコヅル、ショートメール可）

なの花健康フェアin千歳ステーシ
ョンプラザ
　健康測定機器（血管年齢測定、骨健康
度測定、肌年齢測定、肌質計）を使った健
康チェックや、フードモデルを使ったお食
事チェックなどのイベントを開催いたしま
す。また、お薬・お食事に関するご相談
などに薬剤師、管理栄養士がお答えいた
します。参加無料、申込不要。
とき／ 3月11日（土）10時～ 14時
ところ／千歳ステーションプラザ 2階 休
憩所（千歳市千代田町7-1789-3）
問合せ・電話／ 26-0200（なの花薬局 
千歳店）

カント・レラJr.クラブ
＊ソフトテニス体験会
　新年度団員募集のため、体験会を行い
ます！ 春から新しいことを始めたい年長
～小学3年生、部活の前に基礎を身につ
けたい4～ 6年生、体を動かすのが大好
きな子ども達、一緒にソフトテニスをして
みませんか？ 参加無料です。市外の方の
参加も大歓迎！ 春休みにも体験会を計画
しておりますので、ぜひホームページや
Instagramをチェックしてみてくださいね！
①北桜コミュニティセンター（千歳市北斗
5-6-12）
とき／ 3月11日（土）13時～ 15時
②鉄東コミュニティセンター（千歳市青葉
5丁目8-2）
とき／ 3月12日（日）16時～ 18時
①②共通
持ち物／動きやすい服装、汗拭きタオル、
上靴、飲み物 ※ラケットは貸出
申込方法／ホームページ(『カント ソフト
テニス』と検索)か電話で申込
問合せ・申込／カント・レラJr.クラブ
電話／ 090-5983-8509（ショートメー
ル可）

子育てサロンスマイル
　子育て中の皆さん、一緒におもちゃで
遊んだりおしゃべりしませんか？ 第11地
区民生児童委員が主催。参加無料、申込
不要。お気軽にお越しください。
とき／毎月第3水曜日 10時～11時45分
問合せ・電話／080-9000-0476（角田）、
090-8707-6571（小野）

春に向けて、朝ヨガ（体験レッスン）
　シューズを履いて運動する人のため
の、足を強くするヨガです。足指をほぐす
ところから、呼吸法と全身を使った動きで
立った時の安定感や体幹を鍛える内容で
す。足や姿勢、靴選びの悩みなどある方
もお気軽にご参加ください。参加有料、
要事前申込。

対象／ウォーキングや運動が好きな方、
ヨガ初心者
とき／ 3月15日・22日・29日（いずれ
も水曜日）①9時15分～ 10時 ②10時
15分～11時 ③11時15分～12時（お
子様連れの参加OK ※出入り自由、見守
り係はいません）
ところ／千歳市スポーツセンター 2階 会
議室（真町176-2）
参加費／各100円（連続参加OK）
持ち物／動きやすい服装、飲み物、ヨガ
マット ※上履き不要
問合せ・申込・電話／ 090-4088-3786
（坪田）

ワンコイン フラレッスン
　もうすぐ春、新しい季節にハワイの伝統
舞踊フラをワンコインで体験してみませ
んか？ 要申込（当日もOK）。
とき／ 3月15日・22日・29日（いずれ
も水曜日）10時15分～ 11時45分
ところ／北桜コミュニティセンター（千歳
市北斗5丁目6-12）
持ち物／ Tシャツ、タオル、ロングスカー
ト（あれば） ※パウスカート貸し出します
問合せ・電話／ 080-5676-6608（吉岡）

けんこう体操 お茶会
＊正しい姿勢で若がえり、元気に歩けるカ
ラダづくり！
　少し長く歩いた翌日脚が痛む、関節が
痛む、疲れが取れにくくなった、太りやす
いなどのお悩みはありませんか？ 健康管
理士・運動指導士のりんちゃんが、無理
なく簡単に楽しく身体を動かしながら、太
りにくい身体の使い方を教えます。ぜひ
ご友人とお誘い合わせの上ご参加くださ
い。参加有料、要事前申込。
とき／ 3月17日（金）10時～ 12時
ところ／千歳市総合福祉センター 3階 
302号室
持ち物／ヨガマットまたは大判バスタオ
ル、飲み物
参加費／ 1000円（お茶・お菓子付き交
流タイムあり）
申込方法／下記電話番号まで、ショートメ
ールにてフルネームを記載してお申し込
みください。
その他／最少催行人数は5人です。
問合せ・申込・電話／ 090-9755-6683
（キレイと元気の会）

社交ダンスを通じたリズムダンス
と運動の体験会
　社交ダンスを通じて、どんなスポーツに
も必要な体幹やリズム感を養います。みん
なで元気いっぱい身体を動かして、楽しく
音楽に合わせて踊ってみましょう！ 親子での
参加も可能です。参加無料、要事前申込。
対象／ 4歳くらい～小学校2年生くらいま
で（それ以外の年齢の方はご相談ください）
とき／3月18日・25日（いずれも土曜日）
11時～ 11時45分
ところ／ダンスプロデュース岡部スタジオ
（千歳市勇舞8-1-1　ちとせモール2階）　
定員／ 10人（組）程度 ※先着順
持ち物／上靴、動きやすい服装、水分補
給のための飲み物、汗拭きタオル
問合せ・申込み／090-2811-8626（岡部）

エコクラフト教室
　紙バンドを使ったカゴやバッグ作り。初
めての方は、石畳み編みのコースター作
りから始めましょう。月1～ 2回開催し
ています。参加有料、2日前までに要申込
（初心者or経験者お聞かせください）。
とき／ 3月24日（金）①10時30分～
12時30分 ②13時30分～ 15時30分
ところ／千歳市あずさ（詳しくはお問い合
わせください）
参加費／ 1100円
持ち物／ハサミ
問合せ・申込・電話／ 42-4043（吉岡）

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15日（水）
16：00まで

3月24日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます


