
2023年3月24日（金） ちゃんと25

千歳市
子育てサロンスマイル
　子育て中の皆さん、一緒に遊んだ
りおしゃべりしませんか？ 手遊びや
大型絵本で家とは違った時間を過ご
してみませんか。第11地区民生児
童委員が主催。4月はカブト製作をし
ます。参加無料、申込不要。
とき／毎月第3水曜日 10時～ 11
時45分
ところ／祝梅児童館（千歳市弥生
2-7-4）
問合せ・電話／080-9000-0476（角
田）、090-8707-6571（小野）

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24日（金）・27日（月）
10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ダスキン五稜千歳支店　ダスキン
キャンペーン
とき／ 3月24日（金）10時～ 15時
ところ／ 1階センター広場
③ぴありすハンドメイドマーケット
とき／ 3月25日（土）・26日（日）
10時～ 17時 ※26日は9時～
ところ／ 1階センター広場
④A&O　フィリピンストリートフード
販売
とき／ 3月26日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑤au・UQモバイルキャンペーン
とき／ 3月27日（月）～31日（金）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
⑥K&A Kitchen Sugar マラサダド
ーナツ販売

とき／ 3月28日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦千歳市社会福祉協議会　げんき茶
屋
とき／ 3月28日（火）10時～11時
30分
ところ／ 1階センター広場
問合せ・電話／ 27-2525（千歳市
生活支援コーディネーター）
⑧DELILABO　ベビーカステラ販売
とき／ 3月29日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑨道民共済　移動相談会
とき／ 3月30日（木）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）
⑩燻製と檸檬Bitters 燻製サンドと
レモネード販売
とき／ 3月30日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑥、⑧⑩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。

千歳パークゴルフ協会
　パークゴルフは高齢の方から子ど
もまで楽しめる三世代交流のスポー
ツです。今年は雪解けが早く、春の
足音が聞こえシーズン開幕が近づい
てきました。千歳市内に多数あるパ
ークゴルフ場の芝生の上で、太陽の
光をいっぱいに受けながら楽しんで
みませんか？
①令和5年度会員募集
　新規会員を随時募集しています。
市内で行われる協会主催大会への参
加や、公認指導員等が一緒に楽しく
指導するルール・基本技術等の初心
者講習会の開催を検討しています。
詳しくはお問い合わせください。
②令和5年度定期総会
　令和4年度の活動報告および令和
5年度の活動計画等について話します。
とき／ 4月2日（日）9時30分～
ところ／北ガス文化ホール 3階 視聴
覚室
①②共通
問合せ／千歳パークゴルフ協会事務
局（リバーサイドパークゴルフ場内）
電話／ 23-2211

だれでもかんたん「アクセサリ
ー作り」
　マスク着用で参加ください。参加
有料、要事前申込。
とき／ 4月6日（木）10時～ 11時
30分

参加費／材料費1人600円 ※ピア
ス・イヤリングは1200円
ところ／アトリエ法貴力次郎商店（千
歳市長都駅前4-15-11）
定員／ 4人
問合せ・申込・電話／ 090-7647-
3832（田中、ショートメール可）

ストレッチ&やさしい有酸素運
教室の体験レッスン
　要事前申込。詳しくはお問い合わ
せください。
とき・内容／ 4月7日（金）【①ウエス
トすっきりストレッチ】14時～14時45
分 【②やさしい有酸素運動でシェイプ
アップ】14時55分～15時25分
ところ／北新コミュニティーセンター
（千歳市新富2-1-21）
持ち物／①参加者はヨガマット、②参
加者は運動シューズ、①②ともに水
分補給の飲料、タオル
問合せ・電話／090-6445-3057（長
谷川）

お琴体験会・初心者教室
　日本の伝統楽器・お琴（箏）の音
色に親しんでみませんか。月1、2回
のグループレッスンで、易しい曲の
合奏を楽しめます。まずは体験会で、
実際に音を出したり弾いてみましょ
う。今回は「さくら」です。参加料金
等、詳細はお問い合わせください。
要事前申込。
とき／ 4月12日（水）13時30分～
15時
ところ／花園コミュニティセンター
（千歳市花園4-2-5）
定員／ 5人（先着順）
申込締切／ 4月8日（土）まで
その他／楽器・道具はこちらで用意
しますので、持参不要です。
問合せ・申込／千歳藤の蕾会
電話／ 24-6852（渡辺）

ママのリビング
　出産直後から始められる脚のセル
フケア講座を行います。参加有料。
インスタグラム（@mama_living）も
ご確認ください。
講師／梶原　己叶
とき／ 4月14日（金）10時～ 12時
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店 2階 みんなの広場和室（千歳
市住吉4-14-11）
参加費／ 1000円
問合せ・電話／080-4004-8477（梶
原）

「ヴィオラ母さん」山崎量子先
生お別れ会 メモリアルコンサ
ート
　昨年末に亡くなった元札幌交響楽
団ヴィオラ奏者山崎量子さんの追悼
コンサートです。教え子やご縁のあ
った演奏家が集まり、ヴィヴァルディ
やエルガーなどの名曲を演奏します。
長女のヤマザキマリさんが司会進行
を務め、エピソードを映像とともにお
話します。ホワイエに量子さんが愛用
したヴィオラも展示する予定です。
出演／大谷　康子（ヴァイオリン、東
京交響楽団名誉コンサートマスタ
ー）、西本　幸弘（ヴァイオリン、仙台
フィルおよび九州交響楽団コンサー
トマスター）、三瓶　佳紀（クラリネッ
ト、札幌交響楽団首席奏者）ほか
出演団体／千歳ミュージケット、千歳

フィルハーモニーオーケストラ、千歳
ジュニアオーケストラ
とき／ 4月16日（日）13時開場、
14時開演
ところ／北ガス文化ホール 大ホール
（千歳市北栄2丁目2-11）
チケット／【一般】3000円【高校生
以下】無料（要保護者同伴） ※いず
れも全席自由
チケット取扱／北ガス文化ホール、
博信堂、エルム楽器（千歳・苫小牧）、
たけやま書店（恵庭）
問合せ／千歳音楽協会
電話／ 28-1554（野村）

千歳フィルハーモニーオーケ
ストラ
＊第43回公演
　メンデルスゾーン「交響曲第3番」、
ベートヴェン「交響曲第3番」を演奏
します。
指揮／加納　明洋（東京音楽大学指
揮科講師）
とき／ 4月30日（日）14時開場、
14時30分開演
ところ／北ガス文化ホール 大ホール
（千歳市北栄2丁目2-11）
チケット／【一般】前売り1000円、
当日1200円 ※高校生以下は無料
（小学生以下は要保護者同伴）
チケット取扱／北ガス文化ホール、
博信堂、エルム楽器（千歳・苫小牧）、
たけやま書店（恵庭）
問合せ／千歳フィルハーモニーオー
ケストラ
電話／ 28-1554（野村）

まだ間に合う もう虫歯を繰り
返さない
　虫歯があるけれど歯医者さんが怖
いというお子さんが増えています。
虫歯を減らせば、歯医者さんでは予
防のための処置を行うのみとなり「怖
くない→通える→虫歯にならない」
という嬉しいループが待っています。
そのためにご家庭でできる予防のお
話をします。参加有料、要事前申込。
対象／未就学児（3～5歳）のお子さ
んがいる親御さん ※両親での参加歓
迎、お子さん・ご兄弟託児できます。
とき／ 5月9日（火）10時～ 11時 
※9時50分受付予定
参加費／ 1組1000円
定員／ 5組（先着順。申込時に、参
加人数と託児希望の有無をお伝えく
ださい）
ところ・問合せ／ほくよう歯科クリニ
ック
電話／ 40-1818

ナツメ堂鍼灸院
①視力を良くしたい！体験会
　子どもの視力がどんどん悪くなっ
ているけどメガネはかけさせたくな
い、度数を下げずにさせたいとお悩
みのママさん。1クール（10回）の
施術で平均3ポイントアップした治
療法を体験することができます。先
着3名。予約制。
とき／3月24日（金）～4月8日（土）
ところ／ナツメ堂鍼灸院（恵庭市駒
場町1-1-3）
対象／視力回復を考えている小学3
年生から中学3年生まで
参加費／ 500円（税別）
②無料訪問鍼灸マッサージ体験
　歩行困難で外出できない方を対象

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29日（水）
16：00まで

4月7日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳（一部恵庭）発着

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

☎0155-24-2414

千歳営業所（流通3丁目3-12） 　駐車スペース有　利用バス：つたいバス（道内）
日帰り・宿泊バスツアー ①②

HOKKAIDO LOVE! 割

北海道知事登録旅行業第2-583号

■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

※契約成立後お客様都合によるお取り消しは、割引前の料金に対し弊社の規定により申し受けます。
詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※全て税込です。

集合場所▶千歳営業所、
 恵庭駅東口
食事▶1昼付(特製中華セット) 
出発▶千歳9:00、恵庭9:40
帰着▶恵庭17:10頃、
　　　千歳17:40頃

4/14金出発日

入場料込

対象外のツアーもあります。また、感染拡
大等により中止となる場合がございます。
予じめご了承ください。

対象外のツアーもあります。また、感染拡
大等により中止となる場合がございます。
予じめご了承ください。
最大1名1泊あたり5,000円（交通付）
・3,000円（その他）・クーポン券（電子） 
平日2,000円・休日1,000円分 ※GWを除く 

最大1名1泊あたり5,000円（交通付）
・3,000円（その他）・クーポン券（電子） 
平日2,000円・休日1,000円分 ※GWを除く 

全国旅行支援
割引 20%（一律）

らんフェスタ赤平
滝川 ホテル三浦華園ランチ・
三笠 高校生レストランESSOR お買物 
日帰り

7,880円
■支払額 〈大人〉お1人様

旅行代金 9,850円
補助額 1,970円

❶

集合場所▶千歳営業所、
 恵庭駅東口
食事▶1昼付
　　　(お刺身付京会席膳) 
出発▶千歳9:10 恵庭9:50 
帰着▶恵庭17:00頃、
　　　千歳17:30頃 

4/27木出発日

余市川桜づつみ
おいしいものがいっぱい柿崎商店
小樽自由散策

日帰り

4/20木出発日

新日本海フェリーで行く! 
秋田 角館しだれ桜と岩手
北上展勝地 桜のトンネル

3日間

6,360円
■支払額 〈大人〉お1人様

旅行代金 7,950円
補助額 1,590円

❷

❹

HOKKAIDO LOVE! 割 （クーポン券 平日2,000円分付）

準備が整い次第ご案内致します。 

延長
決定!

集合場所▶千歳営業所
食事▶2朝1夕付 
※1航路1,000円(合計2,000円)
の船内専用お食事券付 
宿泊▶1日目：船中泊(B寝台)
　　　2日目：ダイワロイネットホテル秋田

〈大人〉お1人様

45,500円
（2名1室）

46,500円
（1名1室）

4/20木出発日

みちのく湯めぐり・桜めぐり
弘前・角館・北上 4日間

集合場所▶千歳営業所
食事▶3朝2昼2夕付
宿泊▶1日目：船中泊(B寝台)
 2日目：ホテル志戸平
 3日目：浅虫さくら観光ホテル
往路▶新日本海フェリー利用
利用バス▶三八五バス(道外一部)又は同等

〈大人〉お1人様

84,500円
（3~4名1室）

86,500円
（1名1室）

❸

6/27火出発日

日光東照宮 
華厳・袋田滝めぐり
日本一のあじさい祭り

3日間

集合場所▶新千歳空港
食事▶2朝2昼1夕付 
宿泊▶1日目：チサン宇都宮
 2日目：鬼怒川観光ホテル
航空▶スカイマーク利用
利用バス▶茨城交通(道外)又は同等

〈大人〉お1人様

86,500円
（2名1室）

94,500円
（1名1室）

❺


