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千歳市

ちとせ版ネウボラ
＊4月の開催日程
　千歳市内に住む妊婦さん・お子さん（0
～ 18歳）のいる保護者やそのご家族を対
象に、妊娠・出産・産後や育児に関する相
談やサービス紹介、ご家族の健康などの相
談を行っています。要事前申込。
保健センター（東雲2-34）／【こども・妊
婦（いずれも栄養相談あり）】4月10日（月）・
24日（月）いずれも10時～ 15時　【妊婦】
4月6日（木）10時～ 15時
ちとせっこセンター（花園4-3-1）／【こども・
妊婦】4月26日（水）10時～ 12時、13時
～ 14時
げんきっこセンター（新富1-2-14）／【こ
ども・妊婦】4月18日（火）10時～ 12時、
13時～ 14時
アリスセンター（勇舞1-1-1）／【こども・
妊婦（栄養相談あり）】4月12日（水）10時
～11時30分
対応者／保健師・助産師・栄養士・子育て
コンシェルジュ
問合せ・申込／千歳市母子保健課
電話／ 24-0133

千歳市埋蔵文化財センター
①超速報！ ちとせの発掘最前線2022
　令和4年度に千歳市内で行われた試掘・
発掘調査（美々4遺跡、祝梅川矢島遺跡）に
ついて、その最新の成果を発表します。ま
た、当日は今回出土した遺物（試掘調査・祝
梅川矢島遺跡）の展示も行います。参加無
料、申込不要。
講師／藤井 浩 氏（北海道埋蔵文化財セン
ター）、直江 康雄・茅原 明日香（千歳市埋
蔵文化財センター）
とき／ 4月8日（土）13時30分～16時30分
ところ／北ガス文化ホール 2階 中ホール
定員／ 200人
②キウス周堤墓群のガイド募集
　「キウス周堤墓群を守り活かす会」との
市民協働事業として､ 世界遺産キウス周堤
墓群の見学者へのガイド事業を行っていま
す｡ 4月からの新しいメンバーを募集しま
す｡
対象／キウス周堤墓群に自力で通える方｡
年齢、経験、知識不問。※登録にあたってキ

ウス周堤墓群ガイド養成講座のビデオを視
聴していただきます。ネット環境があればご
自宅での視聴も可能。
実施日時／ 4月下旬～11月下旬の毎日。登
録した方のご都合に合わせて毎月シフトを組
みます。9時30分～12時30分、12時30
分～15時30分の交替制（予定）。
経費支給／ガイド日数に応じて交通費（定額）
申込方法／氏名、電話番号を記入のうえ
FAXまたはEメールで申し込み（随時受付）
①②共通
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財センター
電話／ 24-4210（平日・第2日曜日 9時
～ 17時）
FAX／ 21-9301
Eメール／maibun@city.chitose.lg.jp

子育て支援を考える会 研修会
＊第20回「家族の問題解決～DVDを使っ
た団士郎先生と学ぶ勉強会」
　北海道千歳保健所・千歳市・千歳市教育
委員会・千歳市社会福祉協議会が後援。参
加無料、要事前申込。
講師／団　士郎先生（立命館大学客員教授、
家族心理臨床家、漫画家）
対象／一般市民、子育て支援はじめ対人援
助職の方々（教師、保育士、保健師等）
とき／ 4月22日（土）18時30分～ 20時
30分（開場18時）
ところ／北ガス文化ホール 3階 中会議室1
定員／ 50人（先着順）
申込方法／お名前、連絡先、所属（あれば）
を添えてお申し込みください。
問合せ・申込／かうんせりんぐるうむ　かか
し 河岸
電話／ 090-6446-4594
FAX／ 22-3331
Eメール／ kakashi@maroon.plala.or.jp

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業　参加者募集
中！
　運転に関するミニレクチャーやトレーニ
ングの紹介等を毎月全9回の日程で行いま
す。原則9回すべてに参加ください。参加
無料、要事前申込。
とき／【全9回、すべて火曜日14時～ 15
時30分】①4月11日 ②5月9日 ③6月
13日 ④7月11日 ⑤8月8日 ⑥9月12日 
⑦10月10日 ⑧11月7日 ⑨12月12日

ところ／千歳市総合福祉センター 402号室
（東雲町2-34）
対象／ 65歳以上で普通自動車免許を有す
る千歳市民（家族の参加も歓迎）
定員／ 40人（先着順）
申込締切／ 4月7日（金）まで
問合せ・申込／千歳市介護予防センター（し
あわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

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31日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②道民共済　移動相談会
とき／ 3月31日（金）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）
③DELILABO　ベビーカステラ販売
とき／ 4月1日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④第20回統一地方選挙　知事・道議選　
期日前投票所
とき／ 4月1日（土）・2日（日）10時～19時
ところ／ 2階スタジオアリス横
その他／市内全域にお住まいで、4月9日
（日）に投票所に行けない方が対象です。
ご自宅に郵送される「投票所入場券」をご持
参ください。
⑤殿すずめ　クレープ販売
とき／ 4月2日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
⑥DELILABO　ロングポテト販売
とき／ 4月3日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦エーテル　ソフトクリーム販売
とき／ 4月6日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①、③～⑦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。

Music Wave
＊福由樹子ソロピアノミニコンサート
　CMの音楽制作やアーティストへの楽曲
提供など道内外で活躍中のピアニスト・福
由樹子さんによるミニコンサートです。
とき／ 4月8日（土）13時30分開場、14
時開演 ※演奏時間は1時間程度
ところ／Music Wave（千歳市北栄2丁目
16-15）
参加費／ 2000円（ドリンク付）
問合せ・申込・電話／ 090-9514-6123（後
藤）
Eメール／musicwave_msk@yahoo.co.jp

呼吸と繋がる。自分と繋がる。
＊お寺でヨガをしませんか？
　腰痛、首・肩凝り、頭痛、いつもイライラ

する、寝付きが悪い、そんな方に古典ヨガ
はおすすめです。参加有料、要事前申込。
とき／ 4月9日、23日いずれも日曜日、8
時45分～ 9時45分
ところ／秀法寺（千歳市北信濃632-4）
参加費／ 1回1500円（継続割引あり）
持ち物／ヨガマット、水分、タオル
問合せ・申込・電話／ 080-4042-0141
（VYSYOGI加藤、ショートメール可）

韓国語公開講座
　K-POPや韓流ドラマに関心のある方、韓
国語能力試験（TOPIK）の資格取得を考え
ている方、韓国留学を考えている方などを
対象に「入門クラスの公開講座」を行いま
す。ご興味のある方は、FAXまたはEメー
ルでお申し込みください。また、入門クラス
から上級クラスまでの講座を実施しており、
授業参観も可能です。ご連絡ください。参
加無料。
とき／ 4月9日（日）19時～ 21時
ところ／韓国会館（千歳市本町1-8-3）
申込方法／ EメールまたはFAXで申込み
問合せ・申込／韓国民団千歳支部
FAX／ 23-3420
Ｅメール／ kimhotae1116@gmail.com
電話／ 080-6079-1472

塩こうじづくり体験会＆おひとり様夕
食会
　参加有料、詳細はお問い合わせください。
①塩こうじづくり体験会
　塩こうじを手作りしませんか？ とても簡単
です。
とき／①4月20日（木）10時30分～ 12
時 ②4月22日（土）14時～ 15時30分
参加費／ 1000円（1ドリンク付き）
②おひとり様夕食会
　独身の方、忙しくて友人と会食ができな
い方など、月に一度1品持ち寄って夕食を
一緒にいかがですか？
とき／ 4月22日（土）18時30分～20時
参加費／ 1000円
①②共通
ところ／千歳市北光7丁目
申込方法／ 4月17日（月）までに、下記の
電話番号にショートメールでご連絡くださ
い。
問合せ・申込・電話／ 090-7514-1917（さ
とう）

えにわ市民プラザ・アイル
＊4月の行事予定
【展示】「本郷隆夫　油絵作品展」（恵庭市在
住）
　風景、人物、静物画がメイン（サムホール
～10号、15点）。
とき／ 4月4日（火）～15日（土）
【展示】「ノルトブルーメの花柄布の作品展」
～春です！花柄で笑顔に～
　仏・英・リバティ―プリントほか、国内外
の美しい花柄布を使ったバッグやポーチ、布
小物とともに春を楽しみましょう。
とき／ 4月18日（火）～ 5月12日（金）
10時～ 17時
作家／丹治葉子さん
①新企画「訪問鍼灸・マッサージ無料体験会」
　歩行困難・手足にしびれ・腰痛・ひざ、肩、

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

4月5日（水）
16：00まで

4月14日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳市と市民協働団体「子育て応援クラブ」の協働事業です。
こどもとのコミュニケーションのコツお伝えします！

市民協働プロモーション事業

～つたえて・ほめて・しかる～

    

こども家庭課児童相談係（第2庁舎1階 3番窓口） 
電話 0123-24-0935（直通電話）

対 象 市内に居住する１歳未満の保護者（新米ママさん）
と き 4月25日（火）10時～ 11時
と こ ろ ちとせっこセンター（千歳市花園4-3-1）
受 講 料 無料
定 員 15人（申込順）
託 児  なし。お子さんと一緒に受講してください。
申込期間  4月11日（火）9時～　※申込は平日の9時～ 17時

千歳市からのお知らせ

問合せ
申込

4月25日

 千歳市保健福祉部健康づくり課　電話 0123-24-0361

千歳市からのお知らせ

問合せ

移動献血車「ひまわり号」が次の場所を巡回します。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、献血会場では体温測定や手指
消毒などにご協力ください。
※ 当日の体調や献血基準に満たないなどの理由で献血をお断りさせていただく場合
があります。
※受付の状況によってお時間がかかる場合があります。

4月の献血日程

●コープさっぽろパセオすみよし店
と き 　 4月21日（金）　14時～16時30分
と こ ろ 千歳市住吉4丁目14番11号


