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参加有料、要事前申込。
とき／ 3月22日（水）10時～ 12時
ところ／講師宅（千歳市長都）
定員／ 1回あたり4人
参加費／ 1000円
その他／アルコールアレルギーの方
はご遠慮ください。
問合せ・申込・電話／ 080-3233-
3697（小松）

ぽっこりお腹改善教室
＊綺麗なウエストは姿勢から
　太っていないのにお腹だけぽっこ
り出ている…年々お腹だけ出てきて
いる…便秘になりやすい…そんなお
悩みをカイロプラクティックの視点か
ら解説！ ぽっこりお腹改善方法＆お
家でできる運動をお教えします。親
子で参加可能です。参加有料、要事
前申込。
とき／ 3月23日（木）10時～ 11時
30分
ところ／千歳公民館
参加費／ 1000円
持ち物／タオル、飲み物、動きやすい
服装
問合せ・申込／カイロプラクティック
骨セレブ
電話／ 090-6000-1658（加賀）

さくらのアートを描こう
　季節のアートを描いてみませんか。
「桜」「希望の丘」など、指でパステ
ルパウダーをクルクルして描きます。
どなたでも簡単に、ほんわか癒やし
アートが描けます。所要時間は15
～ 20分程度。手ぶらでお越しくださ
い。参加有料。
とき／ 3月25日（土）10時30分～
15時
ところ／まちライブラリー＠ちとせ
（末広6-3）
参加費／画材代500円
問合せ・申込・電話／ 090-7652-
9680（長谷川）

だれでもかんたん「カップケー
キ風スイーツデコ作り」
　マスク着用で参加ください。参加
有料、要事前申込。
とき／ 3月26日（日）10時30分～
12時
参加費／ 1人800円
ところ／まちライブラリー@ちとせ
（末広6-3）
定員／ 10人
問合せ・申込・電話／ 21-8530（まち
ライブラリー＠ちとせ）、090-7647-
3832（田中、ショートメール可）

大人から始める空手道
　簡単な空手の動作やミット打ち、
柔軟体操などを行います。参加無
料、前日までに要事前申込。
対象／ 35歳以上の方
とき／ 4月1日（土）10時～ 11時
ところ／ビーバースイミングスクール
持ち物／動きやすい服装（ジャージ
など）、汗拭きタオル、水分
問合せ・申込・電話／ 31-8143（モ
ロズミ）

Do！Kids Lab
＊★最新の習い事！プログラミング＆
動画制作体験授業イベント★
　新年度から始めたい！という問い
合わせも多数。話題沸騰中の「プロ
グラミング」と最新の習い事「動画制
作」どちらも体験いただけますので、

早めにご予約ください。要事前予
約。パソコン不要。手ぶらOK。キッ
ズスペース・駐車場完備。各回1家
族限定。
とき／ 3月18日（土）・19日（日）・
25日（土）・26日（日）①9時30分
～②11時30分～③14時～④16
時10分～
ところ／Do！Kids Lab恵み野校（恵
庭市恵み野西1-25-3）
対象／小学校1年生～中学校3年生
（動画コースは小学校4年生以降と
なります）
申込方法／電話もしくは「恵庭　プ
ログラミング」で検索
問合せ・申込／ Do！Kids Lab
電話／ 090-6695-6748

Hummingle ～はみんぐる～
＊春休みに気軽に体験！世界につなが
る小さな一歩
　（1）英語を習ったことがない未就
学児親子および小学生対象の英語で
のあそび体験（2）海外スタイルで自
然について学ぶ体験（小学生以下・
簡単英語＆日本語）（3）英語初心者
向けオールイングリッシュでおしゃべ
り体験（こども・おとな）
とき／①3月20日（月）②3月27
日（月）③3月28日（火）④4月1日
（土）⑤4月4日（火）※時間（1）＝
①②④10時～、13時30分～　③
11時15分～、14時45分～（2）＝
①②④11時15分～、14時45分
～　③10時～、13時30分～（3）
＝①～⑤12時30分～
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）
参加費／（1）（2）1000円、（3）500円
定員／（1）（2）予約優先20人※空き
があれば当日参加可、（3）予約限定6
人
その他／少しだけ体を動かすことが
あります。動きやすい服装でお越し
ください
問合せ・申込／ Hummingle ～はみ
んぐる～
電話／ 090-9604-2912（平日9時
～16時）
Eメール／ info@humminglebird.
com

チーム絆花（はんか）
＊現代版組踊「北海道歴史舞台　絆
花～中山久蔵翁物語～」公演
　みんなが主役、子どもが創る奇跡
の舞台。北海道稲作の祖・中山久蔵
翁の米作りに懸けた一途な思いを歌
と踊りで表現します。
とき／ 3月25日（土）【昼の部】開場
12時、開演13時【夜の部】開場17時、
開演18時
ところ／恵庭市民会館大ホール（恵
庭市新町10）
入場料／【前売券】一般2000円、
高校生以下1000円【当日券】一般
2500円、高校生以下1500円※幼
児は無料
前売券取扱／たけやま書店、恵庭市
民会館、夢創館、久蔵庵
問合せ／一般社団法人未来工房
電話／ 090-7644-4114（小野）

恵庭オーキッド倶楽部
＊春の洋らんフェスタ2023
　会員が育成した洋らん約60鉢の
展示、業者による洋らんの販売を実
施。また、栽培相談やらんの苗が当
たる人気投票（25日のみ）、植替え

サービス（資材代有料）も実施しま
す。入場無料。
とき／ 3月25日（土）・26日（日）9
時～17時※26日は16時まで
ところ／花の拠点はなふるセンター
ハウス（恵庭市南島松828-3）
問合せ／恵庭オーキッド倶楽部
電話／ 080-2870-8712（山内）

初心者のためのウクレレ無料
体験講習
　楽しくウクレレを奏でましょう！（1
回でも2回でも）
とき／ 3月30日・4月6日※いずれ
も木曜日　15時～ 16時30分
ところ／寿町会館（恵庭市島松寿町
2-24-3）
問合せ・電話／090-6215-6414（村上）

仲間募集
千歳ブラックバード
＊新メンバー募集！
　一緒に野球をやってみませんか？ 
野球をやったことがなくても、運動に
自信がなくても心配ありません。そ
れぞれの段階に応じて、監督やコー
チが分かりやすくサポートします。昨
年は団員が一生懸命頑張っていくつ
もの大会で優勝することができまし
たが、今年は6年生が引退して、人
数が少ない状況です。練習日であれ
ば、いつでも見学・体験することが
できますので、気軽に参加してくだ
さい。お待ちしております。
対象／千歳市内全域の年長児および
小学1年生～5年生の男の子・女の
子
練習日時／【平日】週2日～ 4日、
16時～ 【土日祝】大会等により変わ
ります
練習場所／【夏季】祝梅小学校グラ
ウンド 【冬季】祝梅小学校体育館、ブ
レインボールパーク等
参加費／入団金1000円（毎年）、団
費月2000円（きょうだい2人目以降
は月1000円）、他父母会費、スポー
ツ保険料等
その他／練習を見学・体験してみたい
場合、まずはお問い合わせください。
問合せ・申込・電話／ 090-8636-
2279（渡邊）
Eメール／alphanabe0731@
icloud.com

千歳水族館ボランティアスタッ
フ「サケのふるさと村教授会」
＊会員募集
　生き物が好きな方、人と話すのが
好きな方、千歳水族館でボランティ
ア活動を行いませんか？ 館内の案内
や水族館でのイベント補助など、月
に2～ 3日、4時間程度活動できる
方を募集します。詳細は千歳水族館

ウェブサイトをご覧ください。
年会費／ 2000円
申込方法／ 3月21日（火・祝）17
時までに、サケのふるさと村教授会
ウェブサイトの申込フォームから申込
ください。
問合せ／サケのふるさと千歳水族館
電話／ 42-3001（展示教育係 日原）

アンリーシュ恵庭バドミントン
クラブ
＊少年団員募集
　バドミントンを始めませんか？4月
から体験参加可能です。
とき／ 4月より毎週月・木・金曜日（通
年）19時～ 21時
ところ／【月曜日】和光小学校（恵庭
市和光町2-10-1）【木・金曜日】柏
小学校（恵庭市文京町3-3-3）
対象／小学生・中学生（園児は要相
談）
参加費／入団金1000円※年会費な
ど詳細はお問い合わせください
問合せ・申込／クラブ代表　若原
電話／ 090-8630-4011（平日は
18時以降、ショートメール可）
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次回の掲載は4月21日発行のちゃんと867号です。
お楽しみに!！

熟成焼きいもの
自動販売機が千歳市に新登場!!

ライフパートナーズ株式会社 苫小牧市拓勇西町8丁目2-50 080 -5592-3511
自販機設置のご相談窓口

（柴田）

※写真はイメージです
40

24時間いつでも買える！

設置場所
TSUTAYA サーモンパーク店千歳市東郊1丁目2

※売上げの一部は障がいのある方の収入に活用されています


