
 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

4月22日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

4月24日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

ほくよう児童館
（勇舞3丁目4番１号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：４月３日（水）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

4月24日(水) ちとせまちなかウォーキング 市　内 一般市民 ウォーキングを推奨し、市民の健康づくりに資する。（参加費無料） 45人 保健福祉部健康づくり課　ＴＥＬ24-0361

5月5日(日) 子供の日　無料開放 千歳市温水プール 高校生以下 施設無料開放 定員なし
千歳市温水プール
0123－49－7001

http://www.tomasuko.c
o.jp/chitosepool/

５月15日（水）～
 ６月19日（水）

10：00～11：30 子育てスキルアップ講座　６回日程
せいりゅう児童館（清流２
丁目４番２号）

３歳～就学前の子がいる世帯で全６回
日程に参加できる方

どなったり、たたいたりしないで子育てする方法をお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：６人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：４月25日（木）９時～

12人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/95-88969-

167-885.html

5月16日(木)～
　5月19日(日)

第54回　花と緑のフェスタ
グリーンベルト
（おまつり広場・つどいの
広場）

市民
　市民が花と緑に親しみ、庭づくりなどの地域における緑化活動を推進するため、花苗や樹
木等の購入割引券配布、花苗等のプレゼント、メモリアルツリ―贈呈式など

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

5月18日（土）
　　19日（日）

10：00～16：00 2019グリーンベルト春祭り
グリーンベルト親水公園
わんぱく広場

一般
キッズコーナー・試乗体験コーナーや各種出店があり、多くの市民に花や緑、水辺の公園に
親しみながら楽しんでもらうことを目的としたイベント。

約7,000名
千歳市環境整備事業

協同組合
0123-24-1366

http://web-ckk.com/

5月19日(日) 10：30～11：30
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

希望が丘児童館
（新富１丁目２番14号・げ
んきっこセンター内）

就学前の子がいる父親

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：４月26日（金）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

5月20日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民
・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

5月22日(水) ちとせまちなかウォーキング 市　内 一般市民 ウォーキングを推奨し、市民の健康づくりに資する。（参加費無料） 45人 保健福祉部健康づくり課　ＴＥＬ24-0361

6月1日(土) 市民防災講座（基礎編）
防災学習交流センターそ

なえーる
一般市民

防災や減災に関する講習会
救命講習
災害図上訓練（ＤＩＧ）

50名
（先着順）

危機管理課
電話24-0144

6月１日(土) 花と野菜の学校
花と野菜の寄せ植え作り

総合福祉センター
市民(親子参加) 親子を対象として、季節の花や野菜を楽しむ教室を開催し、遊び方、育て方を学ぶとともに、

その大切さを啓発する
（材料費の一部負担要）

親子20組

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/



 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

6月1日～
　8月31日

巨木をめぐる
ウォークラリー 青葉公園 市民 青葉公園内の巨木にあるパスワードを見つける「巨木を巡るウォークラリー」の開催

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

6月4日(火) 9：30～12：00 体験！ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ
千歳市総合福祉センター

４階
一般市民

二本のポールを使用して歩くノルディックｳｫｰｷﾝｸﾞの体験ができる健康づくり教室。
ノルディックｳｫｰｷﾝｸﾞポールのレンタルあり。
・講話「ノルディックｳｫｰｷﾝｸﾞの効果」
・室内実技「ノルディックｳｫｰｷﾝｸﾞの基本」
・市役所・千歳川周辺散策
（参加費無料）

30名
（先着順）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

6月7日(金)
自然とのふれあい教室
青葉公園自然観察会

青葉公園 市民 　青葉公園の草花などの自然について知識を深める教室 20名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

6月9日(日)
森の中の冒険あそび場
森のようちえん体験会

青葉公園
市民(親子参加)

親子(子は未就学)を対象として、森の中で子供たちと遊びを作る体験会。 親子20組

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

6月12日(水) 春のガーデニング講習会 総合福祉センター 市民
　ガーデニングの基礎となる技術を学ぶ講習会を行うほか、花や緑の楽しみ方を学ぶ講習
会

20名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

6月17日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

６月19日（水）
～28日（金）

ちとせ男女共同参画月間
パネル展

市役所本庁舎 １階
市民ロビー

一般市民 職場でのハラスメント　～実態調査より～
市民協働推進課

男女共同参画推進係
℡２４－０５５１

①6月21日（金）
②７月９日（火）
③8月7日（水）
④9月11日（水）
⑤10月17日（木）
⑥11月19日（火）

午前 からだすっきり健康講座
千歳市総合福祉センター

４階
おおむね74歳以下の一般市民

（全日程参加者・初回参加者優先）

生活習慣病予防のためのコース制（全６回）・健康づくり教室。
太りにくい身体をつくるための生活習慣（食事・運動等）に関する講話・実習・実技、身体計
測等の講座を実施。
（参加費無料）

各30名
（先着順）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

6月26日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

しなの児童館
（富士２丁目３番４号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：６月６日（木）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

6月30日（日） 13:30～15:30
「千歳命名215年・開庁140年記念」
令和元年度ちとせ男女共同参画月
間セミナー

北ガス文化ホール
（千歳市民文化セン
ター）
４階大会議室

一般市民

＜テーマ＞
　それは、愛情ですか？
　～自分と大切な人のためにできること～
＜講　　師＞
　志堅原　郁子　氏　(NPOピーチハウス)

100名
(事前申し込み）
託児・手話通

訳・要約筆記付

市民協働推進課
男女共同参画推進係

℡２４－０５５１

https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/6063.html

7月2日(火)
緑化リーダー
研修会
ガーデニング研修会

旭川市 市民
地域における緑化活動を支える緑化リーダーを育成するため、知識と技術の向上を図る研
修会

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

7月3日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

ちとせっこ児童館
（花園４丁目３番１号・ちと
せっこセンター内）

初めての子が１歳未満の方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児なし・こどもと一緒に受講
申込開始：６月13日（木）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html



 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

7月6日(土) 市民防災講座（応用編）
防災学習交流センターそ

なえーる
一般市民

避難所運営訓練（ＨＵＧ）
防災資機材の取扱い
要配慮者に対する支援方法
など

50名
（先着順）

危機管理課
電話24-0144

7月6日(土) 第8回　理事長杯パークゴルフ大会 つばさパークゴルフ場 一般市民 （参加費：500円　プレー代別途） 先着144名
千歳市環境整備事業

協同組合
0123-24-1366

http://web-ckk.com/

7月7日(日) 水と緑を歩こう会 青葉公園等 一般市民 ウォーキングを推奨し、市民の健康づくりに資する。（参加費無料） 200人 保健福祉部健康づくり課　ＴＥＬ24-0361

7月17日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

しゅくばい児童館
（弥生２丁目７番４号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：６月27日（木）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

7月21日(日) 温水夏祭り 千歳市温水プール 一般市民、市外 施設無料開放 定員なし
千歳市温水プール
0123－49－7001

http://www.tomasuko.c
o.jp/chitosepool/

7月23日(火) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民
・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

夏休み期間中 短期水泳教室 千歳市温水プール 4歳半～中学生 　泳力別のレッスン夏休みの連続受講だから、上達も早い！（参加料、保険料あり） 定員あり
千歳市温水プール
0123－49－7001

http://www.tomasuko.c
o.jp/chitosepool/

夏休み期間中 小中学生無料パークゴルフ
指宿・遺跡・つばさ・勇
舞・アンカレジ
パークゴルフ場

小中学生と同伴者
小中学生（と同伴者）のプレイ料を無料とし、パークゴルフに親しみ、楽しんでもらう。（小中学
生と同伴者2名まで参加費無料）

約150名
千歳市環境整備事業

協同組合
0123-24-1366

http://web-ckk.com/

8月3日(土)
10：00～14：00

第38回リサイクルフェスティバル
グリーンベルト

（幸町おまつり広場、千
代田町つどいの広場)

一般市民

資源の有効利用とごみの減量化をテーマに、リサイクル自転車やリサイクル家具の無料抽選
会を通して物を大切にする意識と再資源化に向けた啓発を行うことを目的に開催します。

5,000名
（公財）ちとせ環境と緑の財団

ＴＥＬ：26-1213
https://www.chitosekan

kyou-midori.or.jp/

8月4日(日) 10：30～11：30
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

ちとせっこ児童館
（花園４丁目３番１号・ちと
せっこセンター内）

就学前の子がいる父親

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：７月11日（木）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

8月9日(金) 9：00～16：00 ３Ｒ見学会 近隣の資源化推進施設
市内小学３年生から６年生とその保護

者

３Ｒに関する普及啓発を推進するため資源物がどのように処分、再利用されるのかを学ぶ見
学会を実施します。

20名(予定)
（公財）ちとせ環境と緑の財団

ＴＥＬ：26-1213
https://www.chitosekan

kyou-midori.or.jp/

8月10日(土)
森の中の冒険あそび場
プレーパーク体験会

青葉公園 市民 「プレーパーク」の専門知識を持つ講師を招き、森の中の冒険あそび場体験会 50名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/



 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

8月26日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

8月28日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

ほくおう児童館
（北斗５丁目６番10号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：８月７日（水）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

9月7日(土) 健康まつり
北ガス文化ホール（文化

センター）
一般市民 健康に対する意識を啓発し、市民の健康づくりに資する。(参加費無料) 1,000人 保健福祉部健康づくり課　ＴＥＬ24-0361

9月18日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

いずみさわ児童館（柏陽
２丁目２番１号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：８月29日（木）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

9月18日(水) ちとせまちなかウォーキング 市　内 一般市民 ウォーキングを推奨し、市民の健康づくりに資する。（参加費無料） 45人 保健福祉部健康づくり課　ＴＥＬ24-0361

9月20日(金) 秋のガーデニング講習会 総合福祉センター 市民
　ガーデニングの基礎となる技術を学ぶ講習会を行うほか、花や緑の楽しみ方を学ぶ講習
会

20名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

9月28日(土) 秋の市民歩こう会 未定 小学生以上の市民
　紅葉の季節に近隣市町村へ出かけ、豊かな自然の中でウォーキングを行い、コミュニケー
ションを深めながら、気持ちの良い汗を流すことにより、市民の健康の保持増進、心身の育
成を図る。

45名
観光スポーツ部スポーツ振興課

℡24-0855

9月30日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民
・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

10月2日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

ひので児童館
（青葉５丁目８番８号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：９月11日（水）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

10月5日(土)
市民交流会
（親子でスポーツチャレンジ）

スポーツセンター
第二体育館

小学生以上の子と親 　トランポリンや卓球などのスポーツを親子で楽しむ。 20組
観光スポーツ部スポーツ振興課

℡24-0855

10月12日(土) 13：30～15：00 ３Ｒ講演会
北ガス文化ホール

大会議室
一般市民

北海道のリサイクルアドバイザー（eco-アカデミア）事業などを活用し、３Ｒ活動がなぜ必要な
のかを学ぶ講演会を実施します。

50名(予定)
（公財）ちとせ環境と緑の財団

ＴＥＬ：26-1213
https://www.chitosekan

kyou-midori.or.jp/

10月16日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

せいりゅう児童館（清流２
丁目４番２号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：９月25日（水）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html



 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

10月17日(木) ちとせまちなかウォーキング 市　内 一般市民 ウォーキングを推奨し、市民の健康づくりに資する。（参加費無料） 45人 保健福祉部健康づくり課　ＴＥＬ24-0361

10月19日(土)
花と野菜の学校
ハロウィンのカボチャ作り教室 総合福祉センター

市民(親子参加) 親子を対象として、季節の花や野菜を楽しむ教室を開催し、遊び方、育て方を学ぶとともに、
その大切さを啓発する
（材料費の一部負担要）

親子20組

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

10月21日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

11月5日(火) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

11月9日(土) 第8回リース作り講習会
中心街コミュニティセン

ター
一般市民 自然の素材を使ってナチュラルリースを作る。（参加費：2,000円（予定）） 先着40名

千歳市環境整備事業
協同組合

0123-24-1366
http://web-ckk.com/

11月13日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

ほくよう児童館
（勇舞3丁目4番１号）

就学前の子がいる方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：10人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：10月23日（水）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html

11月16日(土) カローリング交流大会
スポーツセンター

第二体育館
未定

　ニュースポーツであるカローリングのプレーを通じ、地域交流と世代間交流を図るとともに、
軽スポーツの楽しさを知ってもらう。

未定
観光スポーツ部スポーツ振興課

℡24-0855

11月22日(金) 18：30～20：40
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座」講演会（予定）

北ガス文化ホール大会
議室

一般市民
どなったり、たたいたりしないコミュニケーション術をお伝えする講演会です。
（参加費無料）
申込時期はあらためて周知

100人程度 こども福祉部こども家庭課℡24－0935

11月23日(土)
園芸教室
季節の寄せ植え教室

総合福祉センター 市民
園芸に関する知識と技術の普及を図るため、花や果実及び野菜等の季節に応じた楽しみ
方、育成方法、土作り及び病害虫の予防方法などを学ぶ教室
（材料費の一部負担要）

20名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

11月23日（土）～
24日（日）

9：00～17：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座」集中講座（予定）

北ガス文化ホール大会
議室

児童福祉施設等職員や子育て支援に
関わる方

どなったり、たたいたりしないコミュニケーション術を習得する講座です。
（参加費無料）
申込時期はあらためて周知

40人程度
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935

11月25日
（月）

18：00～20：00
第1回千歳市地域福祉

勉強会

千歳市総合福祉
センター

４階４０２号室
一般市民

「コミュニティソーシャルワークでできること～住民参画による地域づくり
の　　　仕掛け人～」（講演）
講師：北星学園大学社会福祉学部 福祉計画学科
教授　岡田　直人氏

50名
（事前申込

み）

保健福祉部福祉課
総務係　℡24-0292

12月4日(水) 10：00～11：00
市民協働事業「子育てスキルアップ講
座～つたえて・ほめて・しかる～」

希望が丘児童館
（新富１丁目２番14号・げ
んきっこセンター内）

初めての子が１歳未満の方

こどもとのコミュニケーションのコツをお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児なし・こどもと一緒に受講
申込開始：11月14日（木）９時～

20人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/5421.html



 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

12月14日(土) キンボール交流大会 開基記念総合武道館 小学生4年生以上の市民
　ニュースポーツであるキンボールスポーツのプレーを通じ、地域交流と世代間交流を図ると
ともに、軽スポーツの楽しさを知ってもらう。

18チーム
（108名）

観光スポーツ部スポーツ振興課
℡24-0855

12月14日(土)
園芸教室
季節のクラフト教室

総合福祉センター 市民 20名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

12月16日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

1月5日(日) 新春初泳ぎ 千歳市温水プール 一般市民、市外 施設無料開放 定員なし
千歳市温水プール
0123－49－7001

http://www.tomasuko.c
o.jp/chitosepool/

1月5日（日）～2
月29日（土）

遺跡公園雪上パークゴルフ
遺跡公園

雪上パークゴルフ場
一般

遺跡公園に設営した雪上パークゴルフ場
（プレー代：１日300円）

約2,000名
千歳市環境整備事業

協同組合
0123-24-1366

http://web-ckk.com/

1月20日（月） 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民
・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

１月22日（水）～
２月26日（水）

10：00～11：30 子育てスキルアップ講座　６回日程
希望が丘児童館
（新富１丁目２番14号・げ
んきっこセンター内）

３歳～就学前の子がいる世帯で全６回
日程に参加できる方

どなったり、たたいたりしないで子育てする方法をお伝えする講座です。
（参加費無料）
託児：６人程度（就学前の子・要予約）
申込開始：１月８日（水）９時～

12人
（申込順）

こども福祉部こども家庭課℡24－0935
https://www.city.chitos
e.lg.jp/docs/95-88969-

167-885.html

2月8日(土)
第11回　理事長杯雪上パークゴルフ
大会

遺跡公園
雪上パークゴルフ場

一般 （参加費：500円　プレー代込） 先着100名
千歳市環境整備事業

協同組合
0123-24-1366

http://web-ckk.com/

2月15日(土)
園芸教室
室内で楽しむ季節の植物

総合福祉センター 市民 20名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

2月17日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民

・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談
・歯科衛生士による歯科相談（偶数月のみ）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

3月7日(土)
第23回
花と緑の講演会

市民
　市民の花や緑への関心を高め、庭づくりによる緑化推進を図るとともに、苗の植え付け、デ
ザインや生育管理の方法などの知識を習得するための講演会

50名

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/

3月13日(金)
緑化リーダー
研修会
花壇の植栽デザイン

市内 市民

（公財）ちとせ環境と緑の財団　22-1117 ｈｔｔｐｓ：
//www.chitosekankyou-
midori.or.jp/



 2019年度　千歳市主催イベント・講習会等　一覧　（予定）

開催日  時間（予定） 事業の名称 会場 対象 内容 参加予定人員  主催者名（連絡先電話番号） ホームページアドレス

3月16日(月) 10：00～11：30
ほっと一息♪
こころとからだの癒し講座
【こころ編】

千歳市総合福祉センター
４階

一般市民
ストレスの対処方法やリラクゼーションを学ぶ健康づくり教室。
（参加費無料）

30名
（先着順）

(保育15名先着
順）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

3月19日(木) 午前中
ほっと一息♪
こころとからだの癒し講座
【からだ編】

千歳市総合福祉センター
４階

一般市民
ストレスへの対処方法の一つとしての運動・身体の使い方を学ぶ健康づくり教室。
（参加費無料）

30名
（先着順）

(保育15名先着
順）

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

3月23日(月) 9：30～11：30 健康相談
千歳市総合保健センター

（千歳市総合福祉セン
ター1階）

一般市民
・健康の簡易チェック（血圧測定・体重測定・尿検査）
・医師、保健師による健康相談
・栄養士による栄養相談

千歳市 保健福祉部
健康づくり課
健康企画係
℡24-0768

未定

毎月第3日曜日 半額開放 千歳市温水プール 一般市民、市外 　市内市外を問わず半額で施設を利用できます。 定員なし
千歳市温水プール
0123－49－7001

http://www.tomasuko.c
o.jp/chitosepool/

未定 ３Ｒ講習会 市内公共施設 一般市民
３Ｒに関する普及啓発を推進するため家庭から出る資源物等を利用した講習会を実施し、資
源の大切さや３R活動について学びます。

未定
（公財）ちとせ環境と緑の財団

ＴＥＬ：26-1213
https://www.chitosekan

kyou-midori.or.jp/


