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たします 1結果は測 恵ネツトをこ参照ください |!

・コロナ対策万全''今 月も|1静 かに

■意み野囲碁・令和3年 新年大会

行 事 の お 知 ら せ

Elr ese (t)r ze$so,r-r ur+ □
4局対戦いたします 1参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。グリレープ毎に1～ 3位を

決めます。更に、新年大会恒例のラッキー賞・ブービ=
賞もあります (スイス方式にて)11もちろん、参加賞用

意しています嘔懇どなたでも 回 500円 (会 場費 賞品

代他)G言〕マスク・一寸厚着 (窓 全間 換気滝B直接会

場へ鰐 間厳守)超D新型コロナウイルスの側係で休

止も在る。自宅で検温固 会長顔 口(0090‐ 1307-3141)

E〕① l月 10日 (0)② l月 17日 (日 )③ l月 24日 (日 )13

時～14時④ l月 31日 (日 )13時～15時
ε撼生涯学習施

_」 をし`たのもり 廻 第11回
「第」講_恵曜市牲 _

丁目1番地・晟松沢」②第19回 r第 2話 恵庭そして島

松沢の誕生」③第20回「第3話 その音島松沢は海に

面していた」④第21回「第4話 要衡の地・恵庭と島松

沢」優]資料代200円 cD申し込み不要

`D後

援 :21

世 紀 恵 庭 新ふ るさと創 りの会
鰹〕永 山 (0

090‐ 3114-4856)

がん慈者・家族・違族会

01月 18日 (月 )11時～15時 握力えにあす クッキン
グスタジオ〔Dがん種問わず、どちらの市町村からも
参加可能。患者さんやその家族、選族など、同じ立場の

人がお互いの悩みや、不安を共有し、情報交換する場

です。3ヵ 月に一度、楽しい企画も考えています。×オン

ライン対応可能 G〕 無料 〔Dマスクふ用 CB直接会

場へ (Dコ ロナ緊急芋態宣
=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〔墨
‐NPO

法人おはな 石上(0080-4044‐ 8313/メール:

npoohana1 3@9mall com)

1月 18日 (月 )188寺 ～20t時 えにあすクッキング

スタジオ CD年齢問わず、となたでも参加可能。く例>

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1選を探している、恵庭に越

してきたはかりで友連を作りたい、情報が欲 しぃ、ひき

ともり、不登校 などなど (ヽオ ンラインでの対応も可

能。事前にこ相談ください。慶〕どなたでも 固 無料時

マスク着用 しD直接会場へ 個 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。G:〕 NPO法人おはな 石

上 (6080-4044‐ 3313/メ ー ル :

npoohana1 3@9mal com)

新型コ0ナ ウイルス感染症の収東が見込めない

ことから、受誕者とスタッフの安全を考慮 し.今 シー

ズンの活 L」 は[t〕 止することとしました。受識を検討さ

れていた方々には.大変ら:念な思いをさせてしまい

ますか.昨今の状況をこ理解いただき.次 のソースン

を楽 しみにしていたたきたいと思います. 恵庭ス

キー学校 li務 局 (0090-6696-1983)

えにわ市民プラザ・アイル

イベ ン ト情報

忠庭市本町110 NPO法人えにわ市民フラ

ザ・アイル  〔宮共時間]10時 ～16時 [休某日]

日曜 祝8年 末年始の休日12月 25日 (金 )～

2021年 1月 3日 (E)   039-3355

体の中から世凛に

1月 13日 (水 )10時 30分～ 14時  ひとりひとり

に合つた、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。  となたで

も  3人 (申込 ,I漬:) 大淡 〕L也 さん (えがお鍼灸

整骨院 院長) 2.980円 (30分 ) 電 :舌

前日まで  湾のまくりやすいスボンでお越しください

オイル′ヽステ′しを使つてフラックボードに

絵を簡く新しいアートです

]月 ]48(木 )、 23「1(■ )10時 30分～ 12崎  新

年を迎えるデサインでチョークアートを制作します。

フレーム付きなので、完成 した作品はすぐおうちに飾

れます。  5人 (申 込順 ) 鷺尾 歩さん (MCA
テイーチヤーコース卒業) 1,600円  なし

電話  前日まで

タロツトカート 西洋占星術・手相の3つ

の占術で占います

1月 14日 (本 )138130分 ～ 15時  自分の運命を

失0る ことで、迷いや脳みを解決する糸□が見つかる

こともあります。202]年 の運気などをぁってみま

しよう。 となたても  5人 (申 込 1慎 ) 山田 小

芭合さん  1,Ooo円 (20分 )'11話  前Eまで

足もとから美容と使康を考える

1月 16日 (上 )il時 ～ 15時  O爪 切り(巻 き爪、

肥厚爪てもOK)2‐角貧ケア (タ コ ウオンメなと時間

内てケアします) どなたでも  4人 (●込順 )

KayOさ ん(フ ツトケアセラビスト) 各コース2,000

円 素足になれる服装ておこしください 前日ま

で 傷のある方、118尿 病、足の血流の悪い方は

ケアできない場合かあります

1月 16B(土 )13時 ～ 16時   お家にあるパワー

ストーンのブレスレットなどのコム交換と洗浄をしま

す。しはらく身に老けていないものでも浄化してキし

イにしてあけましよう。 となたでも  5人 (申 込

順) Calt・ Sithl,本 さん  100円  電話

市民活動センターからのお知 らせ

第3回審査結果

リチャレンジ|,詢事業について、審

資の結果、次の通り採択が央定しましたのでお知らせ

します。詳細はえにわ知恵ネットヘ掲載しています。

①恵み野ストリート活性化事業

〔団体名〕花さんぼ/クラブレッグス

〔協働課l経済部商工労働課

【事業概要〕花さんぼストリートにあるガーデンギャラリー

に、花さんぼのな板と統一辱のある着板を設置する。

②わかつて安心 とわくない |

「わかこわセミナー」～スマホ・オンライングームを

正しく学び、楽しくコミュニケーション～

1団体名】チームSou/ももブ0

1協働課】教育部社会教育課

【事業概要】ネット・スマホ・ICT活用教育環境を理解し、

リテラシーの向上を目的に小学生向けのプログラミング

講座と人人向けのオンライングームやスマホリテうシー

講座を行う。

固 悪庭市市民活動センター(034-7000)

市民活動センターでは、八ロウインに引き続き館内に

クリスマスの飾つつけをしました。

学菫クラプの子どもたちは、窓に作った飾りを貼って

くれたり、館内の蛍光灯からはオーナメントを吊るし

たりと、館内中がクリスマスムードに包まれました♪♪

夜には、外にイルミネーションを点灯させ、市民活動

センターの事務所の横には、高さ180cmのパん―ン

で作られた大きなクリスマスツリーも設置し、多くの

方に写真を撮っていただきました。

こ利用される方々から大変好評でしたが、こちらの

飾り付けは12月 末で終了いたしました。

□1月 11 ・祝)18時 30分～21時、1月 29曰

)0時～ 14時 [震 福祉会館 CD不登校・ひきこもりに

ついて、一緒に考え学びあう親の会
〔買1300円 1ョ〕今

丼(033-9513)

l,q laB (f).208 (7.K) l1D?*t I 8+406' m i
にぁす 会議室4 Ci3乳幼児を対象とした絵本の読み

間かせを行います霰ヨ10人 (先着順)∈]無料 囲 直

接会場へ (層)【 出演者】14日 読み聞かせの会「知恵

袋」、20日 ばたぼん ξ3恵庭市立図書館恵庭分館(0

34-8'64)

∈〕1月 16日 (土 )13時～ 15時30分 爾 恵み野北会館

0〕 新年を祝う客船を襲つた地震と津波、果たして生存

者は、八ニック映画の最高峰「ポセイドンアドベン

チヤー」(1972・ 米 )の鑑賞 (躍〕どなたでも 自 20人

(先 着順)日 入場無料 電鐵 マスク着用 CD直接会場

へ
(置)ネットワーク夢山田(036-3158)

應〕1月 31日 (日 )12時 30分～ (受 付開始 12時霧 碁席

えにわ0参加資1.∞ o円 固4並ズ033-5283)

園団調四詈四困国E
02月 14日 (8)囲 総合体育館 因 新■1コロナウイ

リしスの影」で中止とさせていたたきます。楽しみにして

いた市民の皆様には大変申し訳ありませんかこ理解を

お1'いします。来年度以降皆様か楽 しくミニパレーが出

来るように協会として努力していきたいと考えていま

す。1是]´==(0090ヽ
1308-8816)

募 集 中 !

一緒に活動してくれる方いませんか |

毎追1火 0(曰 10時 ～ ]]時 30分  lI町 日地■、全

所  いきいき百歳体操、かみかみ百歳体投、しゃき

しやき百歳体 :■ 、体 1■ の準備、片付け  となたても

若干名 (● 込 |1旧) ]回 loo円  タィル、飲み

物、参加費  電話  なし   代表 篠原 昭

― (で

'090-9759-3637)

ユ姓11(lt t、

〔居場所】みんなのやつなぐ・つなけるつなぎたい

■ふれあいサロンおはな

■かしわいきいき健康侵楽部 主催

不登校などの子供と共に歩む会「未来の会」

■意庭分館おはなし広場

主催

口第103回シネマサロ翔 会

■サロン 樹摯

記号について
口 日時  団 会場  因 内容  田 対象  国 1定員  目 :母 師  曰 参加費  園 li=ち 物  囲 1中 込方法  国 申込期限  囮 その他  口 問合せ先 口 申込先
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