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INFORMATIONお知らせLEARNING見る/学ぶ

北ガス文化ホール … 市民文化センター
ダイナックスアリーナ … スポーツセンター

パソコン講習会
ちとせＩＴボランティアの会の

市民病院の市民健康講座
排泄のいろは／講師 皮膚排泄ケア認定
看護師 関口 加奈子
とき ７月21日㊏／13時～14時
ところ 市民病院 ２階講義室　▪￥  無料
●詳 ▢市 市民病院 地域医療連携課
 (24)3000〇内138　▪ＦＡＸ (24)3030

社会福祉協議会からのお知らせ

料理講習会
グリーン・ツーリズム連絡協議会の

▼パソコン講習会《Microsoft Word
2013/2016講座》
とき ７月26日㊍／13時30分～16時
▪￥ 1,000円(テキスト代）
▪定 ▪員 10人(申込順)
▪申 ▪込 ７月25日㊌まで／講座名･住所･
氏名･番号･使用機種を明記
▼ちびっこプログラミング講習会《ス
クラッチ講座》
とき ８月３日㊎／13時30分～16時
▪￥ 500円(テキスト代／高校生以下無料)
▪定 ▪員 ８人(申込順)／保護者も同席可
▪申 ▪込 ７月29日㊐まで／住所・氏名・
 番号・学年・保護者氏名を明記
▼▼共通事項
ところ 中心街コミセン
▪申 ▪込  ▪ＦＡＸ ▪∨ｅ かで申し込み
●詳 ●申 ちとせＩＴボランティアの会
川端  090(7648)7250　▪ＦＡＸ (22)7046
▪∨ｅ info＠chitoseitv.net
※パソコンなどは各自持参。
※新規会員募集中(年会費2,000円)。 ▼生活支援コーディネーター＠レポー

ト／生活支援コーディネーターは、地
域の介護予防・生活支援の取り組みを
取材し、レポートとして情報発信して
います。情報をお寄せください。
▪HP http://www.chitose-shakyo.or.jp/   
フェイスブック https://www.
facebook.com/chitoseshakyo/ 
▼社会福祉基金活用事業 暮らしのちょっ
と応援サービス《ヤマセミねっと》／
電球交換､ごみ出し､家事､外出付き添
い､話し相手､家具の移動など､生活上の
ちょっとした困りごとを住民同士の助
け合いで解決する住民参加型有償サー
ビスを開始します。協力希望・利用希
望の方はお問い合わせください。
▪利 ▪用 ▪者  市内居住の高齢者･障がい者
のみの世帯､介護中の世帯､ひとり親
世帯､子育て世帯など
▪協 ▪力 ▪者  市内居住･通勤(学)中の18歳
以上（要事前登録）
▪￥  30分 250円(最大２時間まで)
※利用者から協力者へ支払います。
※利用者と協力者が一緒に行う活動です。
※そのほか利用に際し要件があります。

●詳 ●申 千歳市社会福祉協議会 地域福祉課  
(27)2525　▪ＦＡＸ (27)2528

介護予防リーダー養成講座
介護予防の知識やいきいき百歳体操を習
得し、地域の介護予防サロンなどでボラ
ンティア活動を行う人材を養成します。
▪対 ▪象 市内居住のおおむね65歳以上の方
とき ７月17日～19日／13時30分～16
時30分(最終日のみ15時30分まで)
ところ 総合福祉センター 402号
▪￥ 無料　▪定 ▪員 30人(申込順)
▪申 ▪込 ７月13日㊎まで
●詳 ●申 千歳市介護
予防センター
 (23)0012　
▪ＦＡＸ (23)0022

くらしにスパイスを   料理講座
季節の食材をスパイス＆ハーブで！
とき 7月17日㊋／10時～
ところ 総合福祉センター3階  調理教室
▪￥ 2,500円
▪持 ▪ち ▪物  エプロン､手ふき､筆記用具､容器
●詳 ●申 くらしにスパイスを 
川﨑   090(4142)8675
▪▪∨ｅ  kurashinispice7＠gmail.com

ちょこっと体験《ちとちょこ》
▼ちょこっとゴミ拾い《ちと53》
８時～９時／JR千歳駅西口駅前広場集合
▼ちょこっとランニング《ちとRUN》
／千歳川沿い､青葉公園／10時～12時
／道の駅サーモンパーク千歳集合
▼▼共通事項
とき ７月21日､８月18日､９月15日／
▪申 ▪込 開催日までに▪▪∨ｅ で申し込み
●詳 ●申 ちとちょこ　
時田   090(5227)2595
▪▪∨ｅ  chitochoko@gmail.com

平井 史郎 氏のお話　とき ７月28日
㊏／10時～12時　▪￥ 無料
●詳 ●会 まちライブラリー＠千歳タウン
プラザ　 (25)3544

千歳発！アイヌ語絵本
まちライブラリー企画 千歳を知ろう！

[防災デイキャンプ]ポリ袋を使用した炊
飯､応急担架の作製体験､災害図上訓練
(DIG)体験､救命講習／[防災ナイト]避難
所運営ゲーム(HUG)体験､宿泊体験(非常食
の食事、段ボールベッドなどの作製)など
▪対 ▪象 小学校４年生～中学生
とき ①７月28日10時～29日７時／②
８月４日10時～５日７時／宿泊は任意
ところ そなえーる　▪￥ 無料
▪定 ▪員 各40人(申込順)　
▪申 ▪込 開催日の前日までに申し込み
▪そ ▪の ▪他  宿泊用日用品､寝袋は各自準備
●詳 ●申 ▢市 そなえーる　
 (26)9991　▪ＦＡＸ (26)9992
▪∨ｅ sonaeru@city.chitose.lg.jp　

市民防災講座(ジュニア編)

ママチ川を上流から下りながら水生昆
虫や魚などを観察します。市が用意す
る車両で移動します。
▪対 ▪象 小学生以上／小学３年生以下は
保護者同伴　▪と ▪き ７月28日㊏／９時
～14時／市役所西口駐車場集合
▪￥ 200円(資料代)    ▪定 ▪員 20人(申込順)
▪申 ▪込 ７月17日㊋８時45分～／参加者
全員の住所､氏名､年齢､番号を､
か▪ＦＡＸ でお知らせください。
▪持 ▪ち ▪物  昼食､敷物､着替え､長靴､網､
昆虫かご､濡れても良い服装
●詳 ●申 ▢市 環境課　
(24)0597 
▪ＦＡＸ (22)8853

ＫＩＤ’Ｓ生き物観察と川遊び
真夏のママチ川

今年度から内容一新・不定期開催。泉
郷の花茶で美しい風景と料理作りを楽
しみませんか。／講師 花茶のシェフ
とき ７月24日㊋／11時～13時
ところ 花茶(泉郷／国道337号沿い)
▪￥ 1,500円　▪定 ▪員 16人(申込順）
▪申 ▪込 ７月10日～17日
●詳 ●申 千歳市グリーン・ツーリズム
連絡協議会事務局(▢市 交流推進課内）
(24)0482　▪ＦＡＸ (22)8853

松浦武四郎が､明治政府に｢北加伊道｣と
いう名称を提案した７月17日は、《北海
道みんなの日(愛称：道みんの日)》で
す。道立施設の入場料などが無料になる
ほか、記念事業が実施されます。北海道
の歴史や価値を再認識し、その魅力を広
く発信する機会にしましょう。
●詳 北海道 総合政策部 政策局
 011(204)5106　▪ＦＡＸ 011(232)6313

７月17日は《道みんの日》

事業の経営や創業などに関する相談を
お受けします(事前予約制)。
とき ７月17日､８月15日､９月18日／
11時～15時　▪￥ 無料　▪持 ▪ち ▪物  決算書
２期分（創業相談は不要）ほか
●詳 ●申 ●会 千歳商工会議所
(23)2175　▪ＦＡＸ (22)2122

日本政策金融公庫の１日相談会

行政相談員による国の業務に関する意
見・要望などの相談（無料・秘密厳守）
とき 7月19日㊍／13時30分～16時
ところ 総合福祉センター306号
●詳 山内  幸子   ▪ＦＡＸ (24)3291
　宮本  眞弘   (23)0447

開設します《行政相談所》

研修講座《３級》
家庭生活カウンセリング

▪対 ▪象 家庭･社会生活の諸問題に対し、
良き相談相手としての資質を身につ
けたい方／自己の学習を目的とする方
とき ７月～平成31年３月予定／毎週
㊌18時30分～20時30分、毎月第３㊏
10時30分～15時30分
ところ 社会福祉協議会／東雲会館
▪￥ 43,200円(資料代含む)／審査認定
料16,200円　▪定 ▪員 20人(申込順)／申
込13人未満で開講しないことがあります。
▪申 ▪込 ７月13日㊎まで
●詳 ●申 千歳市家庭生活カウンセラーク
ラブ　大崎  ▪ＦＡＸ (27)4007

自然ふれあい行事
支笏湖ビジターセンターの

▼《夏の支笏湖！生き物さがし》／支笏
湖温泉園地や近くの千歳川で生き物探索
とき ８月５､19日／９時45分～12時／
支笏湖ビジターセンター集合
▪￥ 無料　▪定 ▪員 10人(申込順／小学生
以下保護者同伴)

▼森と谷の探検ツアー《オコタン崎
探検》／全行程約７㎞
▪対 ▪象 中学生以上
とき ８月25日㊏／９時～約６時間／
丸駒温泉駐車場集合
▪￥ 3,000円　▪定 ▪員 10人(申込順)

▼支笏湖こどもDay！《水辺の生き
物探そうDay！》／支笏湖近くの千歳
川でのミニ釣り体験やエビ捕り
▪対 ▪象 小学１年～３年生
とき ８月26日㊐／10時～15時／支笏
湖ビジターセンター集合
▪￥ 500円(おやつ付)　▪定 ▪員 ８人(申込順)

▼▼共通事項
▪持 ▪ち ▪物  飲み物､帽子､防風着､着替え
など､申込時に要確認（荒天中止）
●詳 ●申 (一財)自然公園財団支笏湖支部
(支笏湖ビジターセンター)
 (25)2453　
▪ＦＡＸ (25)2472

千歳介護医療連携フォーラム
一般市民参加型

在宅医療をテーマに､メリットや病院･介
護のサービス必要時の知識など､在宅医
師の講演とシンポジウムを開催します。
とき ７月21日㊏／13時15分～16時30分
ところ 総合福祉センター 402号　▪￥ 無料
●詳 千歳市在宅医療介護連携支援センター
木下 (49)3330　▪ＦＡＸ 011(351)5601

▼勾玉（まがたま）をつくろう！
▪対 ▪象 小学生以上（大人のみ可）
とき ７月24日～27日､30日～８月３､
12日／13時～15時
※９月から平成31年３月までの第２
㊐も開催／13時～15時 (申込不要)
▪定 ▪員 各日25人   　▪持 ▪ち ▪物  タオル
▼縄文土器をつくろう！
▪対 ▪象 小学４年生以上（大人のみ可）
とき [①つくる]７月28日㊏10時～15
時／[②焼く]８月11日㊏13時～15時
 (雨天翌日) ／１日のみの参加不可　
▪定 ▪員 40人(申込順)　▪申 ▪込 ７月10日～
27日　▪持 ▪ち ▪物  ①タオル､飲み物／②軍
手､タオル､帽子､長靴､長袖､長ズボン

▼石器をつくろう！
▪対 ▪象 小学４年生以上（大人のみ可）
とき ８月４日㊏／10時～15時
▪定 ▪員 30人(申込順)　▪申 ▪込 ７月10日～
８月３日　▪持 ▪ち ▪物  タオル、昼食､飲
み物､上靴 (かかとのある靴)
▼▼共通事項　▪￥ 無料
●詳 ●申 ●会 ▢市 埋蔵文化財センター
 ▪ＦＡＸ (24)4210

埋蔵文化財センターの体験学習会

ベビーヨガ＆ママヨガ教室
▪対 ▪象 ３か月～１歳ごろの子と母親
とき [午前クラス･10時30分～11時30
分] ７月27日､８月３､17日／[午後ク
ラス･13時30分～14時30分]７月26日､
８月９､23日／１回のみの参加可
ところ 花園コミセン
▪￥ 初回500円､２回目以降800円
▪持 ▪ち ▪物  ヨガマット､バスタオル､汗ふ
きタオル､飲み物､動きやすい服装
●詳 ●申 ベビーヨガ＆ママヨガRoomy
南雲   090(9514)8722
▪∨ｅ roomyyoga@gmail.com

産後ママの

引き出し付本立て､マルチＢＯＸなどの作製
▪対 ▪象 おおむね小学３～６年生と保護者
とき ７月28日㊏／９時～15時
▪￥ 子ども１人につき1,500円(申込時)
▪定 ▪員 15組(申込順)　▪申 ▪込 ７月27日㊎
17時まで　▪持 ▪ち ▪物  昼食
●詳 ●申 ●会 千歳市技能士会(千歳職業技術
専門校内)　 ▪ＦＡＸ (22)2969

夏休み親子工作教室
千歳市技能士会の

多種多様な通信システム～光通信から無
線通信まで～講師 光システム工学科教
授 佐々木 愼也 氏
とき ７月28日㊏／14時30分～16時30分
ところ 北ガス文化ホール ３階視聴覚室
▪￥ 無料　▪定 ▪員 約40人(申込順)
▪申 ▪込 ７月20日㊎必着／  ▪ＦＡＸ ▪∨ｅ ▪HP で
申し込み
●詳 ●申 千歳科学技術大学   教育連携･研
究支援課　 (27)6044　▪ＦＡＸ (27)6007
▪∨ｅ renkei@photon.chitose.ac.jp
▪HPhttps://www.chitose.ac.jp

千歳科学技術大学公開講座

市内の企業から高校生へ「職業」と「会
社」を説明する合同企業説明会／参加企
業は市の▪HP《ちとせの仕事》に掲載中。

▪対 ▪象 就職を希望する高校３年生（市内
外問わずどなたでも可）
とき ７月31日㊋／14時～16時
ところ 千歳北陽高校 体育館　
▪￥ 無料　▪申 ▪込 ７月17日㊋まで／通
学先の進路指導の先生に相談し､先
生が申し込み
●詳 ●申 千歳公共職業安定所
(24)2177　▪ＦＡＸ (24)2178

職業説明会 in 千歳
高校生のための

中央農業試験場の施設や研究内容を小中
学生をはじめ一般公開。体験/展示コー
ナー、相談(作物･土壌･病害虫）、開発品
種の試食、バスほ場見学など。
とき ８月２日㊍／９時30分～14時
●詳 ●会 北海道立総合研究機構 中央農業
試験場（長沼町東６線北15号）
0123(89)2586

中央農業試験場公開デー

とき ８月４日㊏／９時50分～12時
(予定)／休暇村支笏湖駐車場集合
▪￥ 無料　▪定 ▪員 15人　▪持 ▪ち ▪物  飲み物､
帽子､雨具､歩きやすい服装・靴
▪申 ▪込 荒天時の中止連絡などのため､
事前に参加者全員の氏名､年齢､番
号をお知らせください。（当日参加可）
●詳 環境省 支笏洞爺国立公園管理事務
所　 (25)2350　▪ＦＡＸ (25)2351

夏の自然観察会
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CULTURE/SPORT文化/スポーツ

《排水管洗浄の勧誘》
にご注意を！

高齢者スキルアップ･就職促進事業
厚生労働省 北海道労働局 委託事業
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WANTED募集

子ども盆踊り､機甲太鼓､阿波踊り､音楽
隊演奏､恒例の約350発の打ち上げ花火､
野外売店ほか。
とき ８月７日㊋／17時～20時30分／
雨天順延８月８日㊌
ところ 東千歳駐屯地／市内無料送迎
バス運行
●詳 東千歳駐屯地 業務隊総務科
 (23)5131〇内3311

駐屯地盆踊り大会

パソコンも学べる！
➊オフィスクリーニング講習
とき ８月17日～30日（全10日間）
➋接客･販売サービス講習
とき ８月20日～31日（全10日間）
▼▼共通事項　▪対 ▪象 ハローワークに
求職登録中の55歳以上の方　ところ 千
歳職業技術専門校　▪￥ 無料　▪定 ▪員 各
５人(抽選)　▪申 ▪込 ➊７月20日㊎まで､
➋７月23日㊊まで／申込書(ハロー
ワーク千歳などで配布)を▪ＦＡＸ ･郵送で
申し込み(17時到着分まで)／[選考会･
説明会]➊７月27日㊎､➋７月30日㊊
●詳 ●申 日建学院　二瓶 
 011(251)6010　▪ＦＡＸ 011(251)6016

▼半額開放日
とき ７月15日㊐／終日
▼温水夏祭り／住所の市内外を問わず
無料でプールを活用できます。
とき ７月16日㊊㊗／終日
▼夏期開館日のお知らせ／次の期間
中は､月曜日も休まず開館します。
とき ７月18日～８月19日／10時～
21時／遊泳終了20時50分
▼夏休み短期水泳教室
とき Ⅰ期 ７月24日～26日／Ⅱ期 ７
月27日～29日／Ⅲ期 ７月30日～８
月１日／各期ごとに９時30分～､11
時～､16時～
●詳 ●会 ▢市 温水プール
 (49)7001　▪ＦＡＸ (49)7003

温水プールからのお知らせ

期間中､中学生以下の方は利用料､クラ
ブ･ボールレンタル料が無料になりま
す。中学生以下の同伴者２人も無料。
▪実 ▪施 ▪期 ▪間 ７月22日～８月19日
▪開 ▪設 ▪施 ▪設 つばさ公園､アンカレジパー
ク､遺跡公園､勇舞すこやか公園､指宿
公園パークゴルフ場
●詳 千歳市環境整備事業協同組合
 (24)1366　▪ＦＡＸ (27)2861

千歳写友会写真展
とき ７月30日～８月10日／９時～16時
ところ 市役所 １階市民ホール   ▪￥ 無料
●詳 千歳写友会　
佐々木　
070(2423)1200

小中連携･一貫教育講演会
小中連携･一貫教育の魅力ここにあり！／
講師 岐阜聖徳学園大学教授 玉置 崇 氏
▪対 ▪象 市内居住の方､学校関係者 (ＰＴ
Ａ､学校評議員､学校運営協議会委員､
教職員､民生委員児童委員など)
とき ８月17日㊎／14時30分～16時30分
ところ 北ガス文化ホール　▪￥ 無料
●詳 ●申 ▢市 学校指導課
(24)0748　▪ＦＡＸ (27)3734

体育協会からのお知らせ
▼ちびっこ親子体操　▪対 ▪象 市内居住
の３歳児(平成26年４月２日～27年４月１
日生まれ)と保護者､幼児指導担当者など
とき ７月21日㊏／９時30分～11時30分
▪￥ 無料　▪定 ▪員 20組(申込順)
▼１･２年生体育講習会
▪対 ▪象 市内居住の小学１･２年生と幼児
指導担当者など
とき ７月21日㊏／13時30分～15時30分
▪￥ 無料　▪定 ▪員 30人(申込順)
▼▼共通事項
ところ ダイナックスアリーナ 
▪申 ▪込  ７月10日～14日／▪HP から申し込
み／ネット環境がない方は要問い合わせ
●詳 ●申 千歳市体育協会 振興課
(９時～17時／㊐㊊㊗休み）
 (22)4150(申込不可) ▪ＦＡＸ (24)2320
▪HPhttp://www.chitose-taikyo.or.jp/

▪対 ▪象 小学生以上５クラス個人戦
とき ８月18日㊏／13時～15時／体験
会12時～　ところ キリンビールスナッ
グゴルフコース(野球場奥)
▪￥ 600円／当日納入／保険代含む
▪申 ▪込  ８月12日㊐まで／ ▪∨ｅで申し込み
●詳 ●申 千歳スナッグゴルフ協会
西尾　 090(7051)5563
▪∨ｅ xr250r.nishio@docomo.ne.jp

踊りの先生による千歳音頭の講習会
ひと･まちづくり助成事業

とき ７月21日､８月４日／13時～15時
ところ 中心街コミセン
●詳 ●申 千歳音頭保存会
落野　 (24)3066

市内高校生によるテーマ｢僕たちが考える
千歳の未来｣のプレゼンテーション発表／
《千歳みらい大使2018》を選出します。
▪と ▪き ８月９日㊍／18時～19時／開場17時
ところ 北ガス文化ホール　▪￥ 無料
●詳  (一社)千歳青年会議所 郷土教育推
進委員会　登立　 090(7050)0565

千歳ふるさとサミット
千歳青年会議所の

▪資 ▪格 昭和61年４月２日～平成13年
４月１日生まれ／[Ａ区分] 学校教育
法による大学卒者(短大除く)､高度専
門士の称号取得者 ( 平成31年３月卒
業･称号取得見込者含む ) ／ [Ｂ区分] 
Ａ区分以外の方
▪日 ▪程 [１次試験] ９月17日㊊㊗／[２次
試験] 10月中旬～11月上旬
ところ [１次試験] 市内ほか道内22か所､
青森､東京会場／[２次試験] 道内６会場
▪採 ▪用 平成31年４月１日以降
▪申 ▪込 ８月24日㊎まで
●詳 ●申 札幌方面 千歳警察署
 ▪ＦＡＸ (42)0110 

北海道警察官採用試験
千歳警察署からのお知らせ

EVENTイベントスカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭
４大ビールが集う祭典。空路交流ステ
ージやYOSAKOIソーランのほか、16日は
観光PR大使の水森かおりさんのステー
ジやビンゴ大会などが目白押しです。
とき ○ ７月14日㊏／11時～20時
○ ７月15日㊐／10時～20時
○ ７月16日㊊㊗／10時～18時30分
ところ 市役所西口駐車場特設会場
▪そ ▪の ▪他 ◉前売飲食券販売／1,000円(お
楽しみ抽選券付)／▢市 観光事業課､商
工会議所､観光物産サテライト･ミル､
チケットぴあ､ローソンなどで販売
◉市役所駐車場利用制限日／①７月
11日18時～17日、②７月12日18時～
17日、③７月13日18時～17日

◉７月14日㊏12時～17時／仲の橋通
り通行止め／バス路線が一時変更
●詳 ▢市 観光事業課
 (24)0366　▪ＦＡＸ (22)8854

《にょろにょろ展》と《にょろにょろ写真
展》／夏の定番《ウナギ》に代表される細長
い体の魚にスポットを当て、《にょろにょ
ろ》の体に潜む秘密と魅力を紹介します。
▪と ▪き ７月14日～８月26日
●詳 ●会 サケのふるさと千歳水族館
 (42)3001  ▪ＦＡＸ(42)2310

夏季企画展･写真展示同時開催
サケのふるさと千歳水族館

ちとせ環境と緑の財団の各種事業
➊リサイクルフェスティバル／リサイ
クル自転車･家具など無料抽選会､使用済み
小型家電･古衣料の回収(粗品贈呈)､フリー
マーケット､食マルシェ､野菜マルシェ
とき ８月４日㊏／10時～14時／雨
天順延８月５日㊐　ところ グリーン
ベルトおまつり広場･つどいの広場
◉フリーマーケット出店者募集！
▪出 ▪店 ▪資 ▪格 アマチュアで､市内居住･通勤
(学)の方を１人以上含む団体か個人／宗
教･政治活動関係団体､暴力団関係者､
営利目的の団体･業者はお断りします。
▪出 ▪店 ▪料  無料　▪申 ▪込 ７月25日㊌17時ま
で／申込書を持参か郵送

➋鉢物･庭木譲ります／[鉢物]グミ
(40㎝)１鉢､ユッカ(30㎝)５鉢／[庭木]
グミ(30㎝)１本､ホップ(80㎝)５本

➌森の中の冒険あそび場第３回体験会《プレ
ーパークを体験しよう》／ロープ､ハンモック
や段ボールなどの道具･材料を生かした《プレーパ
ーク》の活動体験。講師 札幌市公園緑化協会 岡
村 恵子 氏､ 自然遊びの会遊木森森 根岸 典子 氏
▪対 ▪象 市内居住の幼児～小学生／未就
学児は親同伴　
とき ８月11日㊏／10時～14時／青
葉公園ピクニック広場
▪￥ 無料　▪定 ▪員 20人(申込順)
▪申 ▪込 ８月10日㊎まで
▪持 ▪ち ▪物  お弁当､水筒(水のペットボト
ル)､虫よけ､帽子､着替え(白色系)､汚
れても良い服装
➍ちとせ花めぐり見学会／バスでオー
プンガーデン(個人庭園)を見学
とき ８月24日㊎の①９時30分～12
時､②13時30分～16時／８月25日㊏
の③９時30分～12時､④13時30分～
16時／④のみ親子参加･庭づくりを
する方優先／市役所西口駐車場集合
▪￥ 無料　▪定 ▪員 各回30人(申込順)
▪申 ▪込 ７月11日～８月20日

●詳 ●申 ちとせ環境と緑の財団
〶066-0047 本町３丁目21
➊　　資源振興係　(26)1213
➋➌➍緑化振興係　(22)1117
▪ＦＡＸ (22)1118(共通)　▪HP http://www.
chitosekankyou-midori.or.jp/

▪開 ▪設 ▪期 ▪間 ９月10日までの開設
▪開 ▪設 ▪施 ▪設 信濃､北陽､日の出､向陽台､
北栄､東､末広の各小学校と駒里小中､
北斗中､青葉市営プールの全10か所
▪開 ▪設 ▪時 ▪間 [平日児童生徒への開放]10
時～17時(昼休み12時～13時)／[平日
の一般開放]13時～17時(学校授業が
あるときを除く)／[土日祝日夏休み
期間中の一般開放]10時～17時(昼休
み12時～13時)
▪休 ▪館 ▪日  [毎週㊐休館]北栄､日の出､末
広､北斗､向陽台､信濃水泳プール／
[８月11日～13日]北陽､東､駒里､北
栄､日の出､末広､北斗､向陽台､信濃
水泳プール／[９月１日～３日]青葉
水泳プール
●詳 ▢市 スポーツ振興課
(24)0855　▪ＦＡＸ (27)3770

市営学校プールオープン中

中学生以下無料体験
夏休みパークゴルフ

[出演団体]北栄小スクールバンド､北斗
中音楽部､富丘中吹奏楽部､勇舞中吹奏
楽部､千歳中吹奏楽部､千歳高吹奏楽部､
千歳北陽高吹奏楽局
とき ７月22日㊐／13時～16時／開場12
時30分　ところ 北ガス文化ホール　
▪￥ 500円／前売り･当日同一料金／北
ガス文化ホール､千歳民報社､千歳ラ
イオンズクラブ事務局でチケット販
売中／収益金は､市内各学校に楽器
メンテナンス費用などとして全額分配
●詳 千歳ライオンズクラブ事務局
 (23)1797　▪ＦＡＸ (23)1847

キラキラコンサート

図書館まつり
市立図書館開館30周年記念

とき ７月29日㊐／10時～
◉《しおりをつくろう》10時～12時､14時
～16時／定員100人(申込順)　◉《図書館
探検ラリー》10時～12時(定員80人(申込
順)／受付11時30分まで)､14時～16時(定
員40人(申込順)／受付15時30分まで)　◉
《むかしのあそびを体験しよう！(屋外)》
10時30分～12時　◉《おりがみ教室(５
回程度)》10時30分～12時／定員・各回
10人(申込順）　◉《美文字教室》10時
30分～12時　◉《高校生によるビブリオ
バトル》14時～　◉《青葉の森のカフェ
テラス(屋外)》11時30分～13時30分(コンサー
ト･パフォーマンス･オープンカフェ)など
●詳 ▢市 図書館 
 (26)2131　▪ＦＡＸ (26)2133

選手権大会・体験会
スナッグゴルフ

とき ８月31日㊎／受付８時30分／開
会式９時／スタート９時20分
ところ つばさ公園パークゴルフコー
ス　▪￥ 1,000円(申込時納入)
▪定 ▪員 50人（申込順）
▪申 ▪込  ７月13日～31日
●詳 ●申 千歳市町内会連合会 事務局
(千歳タウンプラザ３階)   ▪ＦＡＸ (27)3750

パークゴルフ大会
町内会連合会主催

人形劇団《かざぐるま》
保育園や幼稚園などで人形劇の公演を
します。人形劇に興味がある方､子ども
が好きな方､新しいことに挑戦したいと
思っている方､ぜひご連絡ください。
▪活 ▪動 ▪日  毎週㊎／10時～12時
●詳 ●申  人形劇団 かざぐるま  
大瀧　 090(6995)3630

会員団員求む

生活情報 ▪
《ちとせの暮らし》

をご覧ください！

HP
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