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行 事 の お知 らせ

囲 11月 6日 (金 )～ 8日 (日 )9時～19時 (最

終日16時まで)醸 市民会館 展示室

圏 昨年逝去された島松在住の画家本戸

健市氏力端」作した作品の一部を展示致しま

す。〔9島松絵画同好会事務局 阿部(a
090-3117-3869)

□ 口月14日 (土)14時～16時30分 (開場
13時30分 )圃 えにあす 会議室8-1、

8-2因 青年海外協力隊隊員(千歳在住)の

キリバスでゴミ問題に取り組んだ活動体験

と恵庭在住隊員たちの世界の恋愛事情

翻どなたでも回 20人 (申週D
〔塁:青年海外協力隊隊員(工藤 成美さん他

数名)園 無料 鬱 電話 回 11月 9日 (月 )

他 会場ではコロナウイんス感染防止対策

を取ります。来場者にはマスク着用を依頼と

発熱や風邪の症状のある方の来場自粛をお

願いします。

口・口浅野(0090-7643-3225)

第101回シネマサロン例会

瞳押 1月 21日 (土)13時～15時30分

〔調1恵み野北会館 因 マーガレット・オブラ

イエンと美空ひばりの日米の名子役の美し

い友情物語「二人の瞳」(昭和27年・大映)

田 どなたでも 囲 20人 (先着順)圏 入場

無料 時 マスク着用 鐵 直接会場へ

騒〕ネットヮーク夢 山田(036-3158)

優〕1月 24日 (火 )11時～15時 団えにあ
す クツキングスタジオ〔]がん種問わずヽ
どちらの市町村からも参加可能。患者さん

やその家族、遺族など、同じ立場の人がお互

いの悩みや、不安を共有したり、情報交換す

る場です。※ォンラインZOOM・公式LlNE電

話での対応可能。ご希望の方はご連絡くだ

さい。① 無料 霰 電話、メール 御 コロ

ナ緊急事態宣言等で開催日時が変更され

る場合がありますので、お気軽にお問い合

わせください。恵庭市まちづくリチャレンジ

協働事業 固・口 NPO法人おはな 石上

(0080-4044-8313/メ ール :

npOohana1 3@gma‖ .cOm)

□ 11月 24日 (火)18時～20時

団えにあす クッキングスタジオ

(困1年齢問わ式 どなたでも参加可能。<例

>ひとりで寂しい、ワンオペ育児は疲れる、

誰かに話を聞いて欲しい、同じ趣味のお友

達を探している、恵庭に越してきたばかりで

友達を作りたい、情報が欲しい などなど

爾 どなたでも 園 無料 鶴 マスク着用

爾 直接会場へ 囮 コロナ緊急事態宣言等

で開催日時が変更される場合がありますの

で、お気軽にお問い合わせください。

錢 NPo法 人 お は な 石 上 (0
080-4044-8313//メ ー ル :

np00hana1 3@9ma‖ com)

鍾陶 1月 29日 (日 )12時 30分～(受付開始

12時)爾 碁席えにわ 餞 参加費1,000円

圃 4崎 (033-5283)

募集 中 !

世界のトップアスリートが絶賛する運動

ブロクラムです 1

11月 6日 (金 )、 20日 (金 )13時30分～

15時  恵み野会館  腰痛、肩こり、坐

骨神経痛、脊柱菅狭窄症、バネ指など背骨

のスレを正 して筋力つけると改善されま

す。ヨカマットで誰にでもできる優しい体

操です。  となたでも  2人 (申 込順 )

岡崎 真佐子さん

1回700円   ヨガマット、スボーツタ

オん、バスタオル、マスク  直接会場ま

たは、電話

全令木 (Cr080-6072-3590)

苦手を得意に 1得意は特技に |

]1月 9日 (月 )、 16日 (月 )、 30日 (月 )

15時 ～17時 (1□ 60分 )  コープさっ

ぽろ恵み野店 子育てひろば

筆で書いてみよう |う まく持てるか

な?えんびつで名前うまく書けるかな?書

の文化に触れてみませんか!|  どなた

でも 3人ずつ  無料  手ぶらで可

(あれば筆、2Bえんびつ)

電話  前日まで

寒遊会書道 担当:吉田 悠心 (谷

090-6875～ 4184)

えにわ市民プラザ・アイル

イベント情報

恵庭市本町110 NPO法 人えにわ

市民プラザ・アイル  [営業時間]10
時～17時 [体業日]日 曜・祝日・月末棚

卸し ※令和2年度会員登録 年会費
1,200円 (ボランティア活動保険料込)

て,39-3355

毛糸に恋して

11月 7日 (土 )～ 13日 (金)10時～ 16

8寺   帽子、手袋、くつ下カバー、くつ下、

ベスト、アクセサリー、マフラー、座布団な

ど一部販売いたします。

]1月 25日 (水)17時～18時30分 (受付

16碕 45分～17時)1醜 北海道恵庭南高等  お好きなアロマを選んで物作り、アロマ

学校 視1志党室他 ]番 教育内容のま明、授  呑る耳ヨガで冷え予防 |

業見学 5馨 となたでも ξ3無料        011月 14=(■ )21]月 20里 (金 )10
〔蓮〕筆記用具 :弼 電話 極押 1月 17日 (火 )時 ～ 118130分   えにあす 0ク ッキ

まで。中学校に在籍している方は、学校を通  ングスタシ万 2・会 :義 室8-] 好きなア

じて申し込み 意3・ 曜1北 ,毎道恵庭南高等学  ロマの香りをごんで、柔軟剤と入浴剤を手

校定時制 教頭 国技(032-2391/14 作り脚優しいE∃力で身体も整えます。お

時～20時)              子様連れもOK!  どなたでも  6人
(由込順) バインスエリカさん〈アロマ

アドバイザー)、 田□ 麻里さん(yo9a

KULA) 1,200円   篭記用具、ハン

カチ、飲み物、持ち帰り用袋  電話 ※

シヨートメール可  ①ll月 12日 (本 )

②ll月 18日 (水 )

yoga KULA 田□ 麻里 (谷

090-6992-0199)

購 11月 7日 (土 )12時 30分～17時 醸 恵

み野会館 圃 4局対戦いたします !参加者

メンバーを棋力に応じ2グループに分かれて

対局します。グループ毎に1～ 3位を決めま

す(スイス方式 賞品)|1参加賞もあるよ !

`歴

lどなたでも 自 500円 (会場費・賞品代

他)霞爵マスク・―寸厚着 (窓全開 換気)

鐵 直接会場へ(時間厳守)圃新型コロナ

ウイルスの関係で体上も在る。自宅で検温。

儘 会長:須田(谷090-1307-3141)

優い 1月 9日 (月 )18時 30分～21時、11月

27日 (金)lo時～14時 爾 福祉会館

総不登校・ひきこもりについて、一緒に考え
学びあう親の会囲 300円

固今井(033-9513)

轟 11月 12日 (本 )、 18日 (水 )、 26日 (本)各

日11時～11時 40分 C鶏 えにあす 会議室

40轟 乳幼児を対象とした絵本の読み間か

せを行います 鑽 【出演者】12日 読み間か

せの会「知恵袋」、18日ぱたぽん、26日絵本

サークルひだまり

固 恵庭市図書館恵庭分館(034-8164)

課程学校説明会

不登校などの子供と共に歩む会
「未来の会」

恵庭分館開催

【居場所】みんなのりつなぐ・つなげる

つなぎたい

朝日が最も早い国 キリバス&世界の恋

愛事情

情報掲載希望の方は毎月5日までに
メールまたはFAXでお送りください
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■アイル編み物サークル「ぬくぬく」‐展示

情報に関するお問合せは恵庭市市民活動センター(o34-7000)ま で。

【FAX】 034-7008【メール】 info@en!wachienetjp
※掲載は無料です。 ※情報掲載には審査があります。 x掲載の可否についてのお問合せには回答できません。
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オイルバステルを使つてフラックボード

に絵を描く新しいアートです

11月 9日 (月 )、 21日 (土 )10時30分～

12時   ナーストラリア発祥の手IIき の

看板アートでカフェやレストランのメ

ニユーボードやベットの似顔絵など幅広く

指で手軽に描けます。  5人 (由 込順)

鷲尾 歩さん(MCAテ ィーチャーコース

卒業) 1,500円  なし  電話

前日まで

第2の心臓υと言ゎれる<足 >の リンバ

マッサージです

11月 10日 〈火)10時 30分～12時

チ,世気管を整えて病気に負けない身体作

りの<排毒ケア>。 フツトマッサージで、猛

8と コロナの疲れを癒しましょう♪:【 出張

施術も承ってます  通院中の方・妊娠中

の方はお控えください  3人 (申 込順 )

山田 きみ子さん(Amber～ 琥珀～)

2,850円 (30分 ) なし  電話

前日まで  膝から下が出せるような

服装でお越し下さしヽ

体の中から健康に

11月 11日 (水 )10時 30分～14時

ひとりひとりに合った、はり・きゅう治

療を行います。自宅への訪問治療のこ相

談もお受けいたします。  どなたでも

5人〈申込順) 大湊 達也さん(えが

お鏡灸整骨院 院長) 2,980円 (30

分) 電話  前日まで

裾のまくりやすいズボンでお越しくだ

さい

タロツトカード・西洋占星術・手相の3つ

の占術で占います

株式会社 玉川組

北海中都物産 株式会社

株式会社 恵庭温泉ラ・フォーし

株式会社 けいしん水道設備

株式会社 ノースダイヤル

公文教育研究会恵庭

NPO法人夢創館倶楽部

11月 16日 (月 )13時 30分～ ]6時

自分の運命を知ることで、迷いや悩み

を解決する糸□が見つかることもありま

す。仕事・恋愛・人間関係なと占います。

どなたでも  5人 (申込順) 山田

小百合さん  1,000円 (20分 )

電話  前日まで

専門技術を持つた、フットケアセラピスト

がケアします

11月 17日 (火 )11時 ～15時

0'巻き爪、肥厚爪など自分では難しい

爪切り②タコ、ウオノメのケア

どなたでも  4人 (申 込順 )

Kayoさ ん  2,000円 (30分 ) 電話

前日まで

NPO法人恵庭市体育協会

イベント情報

憲庭市体育協会ホームページを検

索   恵庭市黄金中央 5丁 目

199-2(恵庭市総合体育館内)NPO
法人恵庭市体育協会(02卜 9900:

平日9時 ～ 17時 /ホ ームページ :

https://www.eniwa― talkyo com/)

11月 12日 (本 )、 12月 3日 (本)17時～

19時

総合体育館 第2体育室

※新型コロナウイルス感染症防止に伴

い中止することといたしました。皆さまの

健康と安全を第一とさせて頂きたいと考

えておりますので、楽しみにしてくださって

いた皆さまには、誠に申し訳ございません

が、何卒ご理解のほどよろしくお願いいた

します。

まちスポ恵み野
イベント情報

恵庭市恵み野里美2-15(フ レスポ

恵み野内)NPO法人まちづくリスポッ

ト恵み野  [開館時間]10時～17時

30分  [体館日]火 曜日・年末年始

[フ ェイスブック]https://WWW.faCeb。

ok com/machispo me9umino/

039-2232[メ ール]info@

machispome9umino.org

]1月 13日 (金 )13時 ～ 15時

ひとりしゃおっくうだけと、みんなで

作ったら楽 しいよ。こ希望の方は
｀
黒千石

大豆"で も承ります。  となたでも

15名 (白 込順) 阿部 田美子さん

(菜 菜倶楽部) 2,500円 ～ (お味噌2

kg) エフロン、手を拭くタオル

11属 11日 (水 )

11月 27日 (金 )10時～大入向け、11

時～子連れOKクラス  楽 しく弾んで、

手軽に有酸素運動ができます。  どなた

でも  各□7名 (申 込順) かん なみ

さん  500日   飲み物、タイル、動き

やすい服装  ]1月 26日 (木 )

子どもの生活・学習支援事業rSmile八ウ

ス」にて、“ちょいボラ"は じめませんか?

毎週水曜日(月 2回程度)14時30分～

180寺 30分

ボランテイアスタッフと協力してごはん

をつくり、子どもたちやスタッフみんなで食

事をして片付けを行い終了です。献立はボ

ランティアさんたちで決め、買い出しに

いっていただいています。ぜひ一度見学

崚 事前連絡)にいらつしゃいませんか?

どなたでも  2人 程度  エプロ

ン、スリッパ  電話  11月 20日 (金 )

恵庭市からの事業委託

市民活動センターより

お知らせ

ロ ロ ″ 鋼 圏 ■ ■ ■ ■

えにあすでは、エントランスホールに八□

ウィンの飾りつけをしました。学童クラブ

の子ども達も折り紙でかわいいジャック`

オ・ランタンやきのこなどを作ってくれまし

た。利用される方から大変好評でしたが、

こちらの飾りつけは10月 末で終了いたし

ました。

次回は、12月 初めからクリスマスの飾りつ

けを予定しています。お楽しみに 1
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恵庭市市民活動センター運営協議会 2020年度応援企業等会員

恵庭市市民活動センター運営協議会は、多くの応援企業・団体の皆様の応援・協力をいただき活動しています。

株式会社 玉川商事

株式会社 スパル建設

恵庭協同印刷 株式会社

株式会社 村本

株式会社 あいコミ

株式会社 やまぐち食品

株式会社 島田晨園

株式会社 道央道路工業

槌本電設工業 株式会社

株式会社 北央商事

有限会社 三恵建設工業

有限会社 ホンママーク

恵庭市

豊栄神社

めもるホールディングス      株式会社

細川電機 株式会社       株式会社

株式会社 道央テクノサービス   株式会社

北海道総合保険 株式会社    有限会社

有限会社 コンプリート      有限会社

公益社団法人 恵庭市シルバー人材センター

サン・ガーデン

島田工業

三和鋼建

丸田前田商店

竹村物産

■チヨニクアートのワークショップ
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■タロツト占い

恵庭市市民活動センター情報配置場所

・えにあす。市役所・島松支所・恵み野出張1所 ,中 恵庭出張1所 。図書館本館 ,磁書館島松分館 ,島松公民館,かしわめ

も,1郷土資料館・夢創館・総合体育華嬌 松体育館・駒,警育館・福住屋薇澤轟広場。桜町会館。大町会館。東撃鷹

会館・柏陽会館。寿町会館・和光会館・恵み野会館・北栄会館。中島会館。いくみ会館・有明会館・市民会館・資金ふれ

あいセンター,え にわ市民プラザ・アイル・恵庭駅・恵み野駅・島松駅。かのな。フレスポ恵み野・まちスポ恵み野


