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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／ 4月25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／橋本拓歩さん（国家資格保有）
②写真整理相談会～思い出のつまった古い
写真を、もう一度よみがえらせましょう
　片付け・収納に困っている写真やアルバ
ム、スマホ、SDカードを持参してください。
とき／ 4月25日（火）13時～ 15時
定員／ 4人
参加費／ 500円（30分程度）
講師／上野かおりさん（写真整理アドバイザ
ー）
③花育～アロマワックスサシェ
　プリザーブドフラワーを使ってアロマの香り
と目で楽しむ、火を灯さないキャンドルです。
とき／ 4月8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
参加費／お問い合わせください
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）
④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／ 4月15日（土）13時～ 15時
定員／ 5人
参加費／ 500円～
講師／吉田さん
⑤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～
　2023年がどんな年になるか占ってみま
せんか？
とき／ 4月12日（水）13時～ 16時
定員／ 5人（1人20分、申込順、要予約）
参加費／お問い合わせください
講師／山田小百合さん
⑥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。
とき／ 4月8日（土）10時15分～ 15時
定員／ 5人（前日まで要予約）
参加費／お問い合わせください
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
⑦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。
とき／ 4月18日（火）10時15分～15時
定員／ 6人
参加費／お問い合わせください
講師／ Kayoさん（フットケアセラピスト）
⑧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／ 4月15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
①～⑧共通
開館時間／ 10時～ 17時　※休館日／日
曜、祝日、4月28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

ヨガ体験会
①肩こり・腰痛ヨガ
　鍼灸師のヨガインストラクターが行うノン
ビリしたヨガレッスンです。静かな時間を過
ごしたい方、毎日忙しい方、老若男女、全て
の方にオススメです。要事前申込。
とき／ 4月1日・8日・15日・22日・29
日※いずれも土曜日　19時15分～ 20時
30分
②アシュタンガヨガ
　一般的なヨガの運動量では物足りない方
にお勧めです。ポーズの順番を覚えてしま
えば、ひとりで練習することも可能です。要

事前申込。
とき／ 4月2日・9日・16日・23日・30
日※いずれも日曜日　9時15分～ 10時
45分
①②共通
ところ／恵庭市黄金ふれあいセンター（恵
庭市黄金南5-11-1）
参加費／ 500円（初回のみ）
持ち物／ヨガマット、タオル、動きやすい服装
定員／ 10人
問合せ・申込・電話／ 080-4048-1969（シ
ョートメッセージ可）

ヨガセラピー
①乳がん経験者のためのヨガ
　無理のない範囲で少しずつ体をほぐし、
心にも優しい時間を過ごしましょう。インス
トラクターも乳がん・子宮頸がん経験者で
す。お気軽にお問い合わせください。
とき／ 4月8日（土）・22日（土）10時30
分～ 11時45分
ところ／緑と語らいの広場えにあす会議室2
（恵庭市緑町2-1-1）
対象／乳がん患者さん・その家族・友人等
（その他のがん種の方も参加可能、女性限
定）
②シニアヨガ
　膝や腰に不調のある方・体力に自信のな
い方でも、椅子やタオルを使用して無理の
ない範囲で体を動かし、体力の維持・向上
を目指しましょう！
とき／ 4月4日（火）・7日（金）・11日（火）・
14日（金）・18日（火）・21日（金）・25日（火）・
28日（金）10時30分～11時30分
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり
会議室（恵庭市大町1-5-7）
対象／ 60歳以上の方
①②共通
参加費／ 700円（初回体験無料・回数券購
入で600円）
持ち物／裸足になれるジャージ等の動きや
すい服装、あればヨガマット（無料貸出あ
り）、長めのタオル、飲み物
申込期限／前日まで要申込（キャンセルは
当日でも可。キャンセル料は一切かかりま
せん）
問合せ・申込／日本ヨガメディカル協会　
認定ヨガセラピスト　吉田直子
電話／ 090-1641-6933（ショートメール
可）

M＆M's　Clubチアリーディング無
料体験会
＊新年中さんから小学生対象のチアリーディ
ング無料体験会です
とき／ 4月13日（木）18時30分～ 19時
30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす1階ホ
ール（恵庭市緑町2-1-1）
対象／新年中さん～小学生
持ち物／上靴、飲み物、動きやすい服装
申込方法／ホームページ（札幌チアリーディ
ング教室　フェアリーズ）か電話でお申込み
ください
問合せ・申込・電話／070-6604-6604（星）
ホームページ／mandm-club.com

NPO法人まちづくりスポット恵み野
①作っちゃおう！ラー油
　簡単手づくりラー油を作ります
とき／ 4月14日（金）13時～ 14時
参加費／ 1500円
持ち物／エプロン、手拭きタオル
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はぴナビカフェ　あたしん家【消しゴムは
んこ作り】
　みんなで楽しく、あなただけの消しゴムは
んこを作ってみませんか？お子様連れも大
歓迎です。遊べるスペースもございます。
とき／ 4月16日（日）①13時～、②14時
～
参加費／ 1000円
講師／小隅麻美さん（消しゴムハンコインス
トラクター資格保有）
定員／各回10人

申込方法／ Eメール　mamap.hapinavi@
gmail.com、NPO法人まちづくりスポット
恵み野　39-2232
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）

エアロビクス楽しもうイベント
　昔やっていた人、今やっている人も集まれ
～！ディスコサウンドから今の曲まで、みんな
でエアロビクスやりませんか！
とき／ 4月22日（土）13時30分～ 15時
45分
ところ／恵庭市総合体育館（恵庭市黄金中
央5-199-2）
参加費／ 1500円
内容／ 30分のエアロビクス×3本（休憩あ
り）、ストレッチポールレッスン30分
講師／長谷山るみさん、作田ふみこさん
問合せ・申込／ Eメール　popfit1994@
yahoo.co.jp、電話　080-6097-4002（ポ
ップフィット）

恵庭卓球協会
＊令和5年度春季市民卓球大会開催のお知
らせ
とき／ 4月30日（日）8時開場、9時開会
式
ところ／恵庭市総合体育館アリーナ（恵庭
市黄金中央5-199-2）
種目／個人戦（シングルス・ダブルス）①小
学生・中学生・一般（高校生を含む）各男女
シングルス②小学生・中学生男女ダブルス
③一般（高校生含む）男女ダブルス④50歳
以上の混合ダブルス（男女別に申込・ペア
は当日抽選により決定する）
参加資格／恵庭市内居住者、または勤務先・
学校が恵庭市内にある方
参加料／【シングルス】小学生・中学生
300円、高校生500円、一般600円（会
員500円）【ダブルス】小学生・中学生1
組400円、高校生1組800円、一般1組
1200円（会員1000円）、50歳超混合ダ
ブルス1人600円（会員500円）※当日会
場で申し受けます
申込方法／別途申込用紙または電話で事
務局の沼田義生さんへ申込（〒061-1421　
恵庭市牧場368-26）※中学生の部は恵
明中学校・菊地卓也先生へメールにて申
込（Eメール　chitosett_eniwa@yahoo.
co.jp、電話33-3001）
申込期限／ 4月17日（月）
その他／選手は必ずゼッケン（前年度のゼッ
ケンも可）をつけてください
問合せ・申込・電話／ 090-9511-1186（恵
庭卓球協会・沼田義生さん）

仲間募集
桜木メッツ野球少年団
＊新メンバー募集！
　一緒に野球をしませんか？ 経験は問いま
せん。運動が苦手でも大丈夫！ 様々な個性
の子が在籍していて、段階に応じた練習をし
ています。また、4年生以下限定の試合も積
極的にやっています。低学年でも試合で活躍
するチャンス！ 練習日はいつでも見学・体験
できますので、お気軽にお越しください。イ
ンスタグラム（sakuragi_mets1987）もご
確認ください。
対象／千歳市内の小学１～６年生の男の子・
女の子
練習日時／【平日】週3日程度、16時30分
～【土日祝】試合等により変わります。
練習場所／【夏季】桜木小学校グラウンド 
【冬季】桜木小学校体育館、ブレインボー
ルパーク、北桜コミュニティセンター等
団費／月額1500円（兄弟割2人目1000
円、3人目750円）
その他／見学ご希望の場合、ご連絡をお願
いいたします。
問合せ／ 090-7510-6528（監督・藤野）
Eメール／mt.fuji1@softbank.ne.jp

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／恵庭市桜町会館（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）

陶芸サークル歩（あらた）窯
　一緒に陶芸を楽しみませんか？初心者で
も大丈夫です。道具もお貸しします。世界
に一つだけの手づくり器（マグカップ、湯飲
み、お皿、植木鉢など）を自分で作って、暮
らしを楽しみませんか？
とき／基本は毎週木曜日9時～ 15時（4月
～ 11月）会員になられた方は自由な時間に
来て、作ることができます
ところ／陶芸サークル歩工房（恵庭市南島
松596）
会費／月5000円（釉薬、焼き代込み）※材
料費別（粘土1㎏ 550円）
持ち物／道具はお貸しします。汚れても良
い服装で
その他／体験陶芸も行っています（1回
1000円）
問合せ・申込／陶芸サークル歩工房
電話／ 090-6219-7252（坪松）

アメリカンスクエアダンス無料講習
会
　アメリカで生まれ、世界中で踊られている
フォークダンスの仲間のスクエアダンスで
す。歩くのが主体で健康維持に最適の軽い
室内有酸素運動です。事前申込不要。
とき／ 4月3日・10日・17日・24日※い
ずれも月曜日　10時～ 11時30分
ところ／恵庭市桜町会館（恵庭市桜町3-8-
13）※直接会場にお越しください
参加費／ 4月は無料（5月から月1000円）
持ち物／上靴、飲み物、タオル
問合せ・電話／ 36-3671（石原）

次回の掲載は6月30日発行のちゃんと877号
を予定しています。お楽しみに !！


