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2020 年 11 月 27 日（金）

︻善行表彰︼個人

中村秀子さん︑東原俊郎さん︑工藤弘

令和2年度 千歳市表彰贈呈式

歳︶

樹さん︑福田武男さん︑鳩澤裕輔さん︑

令和２年度の千歳市表彰贈呈式が 月４日︑ホテルグランテラス千歳で開催

されました︒本紙１面で紹介した功労表彰以外の受賞者は以下の通りです︒

︻技能功労表彰︼

﹁技能功労賞﹂ 木村聡史さん︵

歳︶

土つき長芋

4Lサイズ

1本0限0
定

愛媛県産他
愛媛県産他

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により本事業を延期又は中止する場合がありますので、予めご了承ください。

195円

＋税

早生みかん
1箱0限0
定

お1人様
1箱限り

2Lサイズ/4.5kg

850円

＋税

長都店 ビッグ
ハウス 恵庭店

マルちゃん
マルちゃん

ゆうがた

11/29●
日
16:00〜18:00

当日は紹介した商品以外にもお得な
商品多数!!「夕方の市」のマークを探してね!

【ビッグハウス 千歳店】TEL .0123-26-6660
ビッグハウス
千歳店
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)
スーパー
アークス

しょうゆ
みそ
塩

袋ラーメン

（5食パック入り）
お1人様 3袋限り 1袋

300
袋限 定

※ビッグハウス恵庭店、
アークス長都店では実施しておりません。

2店舗同時企画

長都店からのお知らせ

長 都店 千歳市
勇舞8丁目1-1

開催中! 11/29●まで

TEL.0123-23-7021

日

縁 起 福 箱 寝具セット福袋
5点

予約受付中 12/15

すべての縁起福箱に
アークス商品券

5,000円分

が入ってます。

本体価格

お申込み
お問合せ

10,000 円＋税

※お支払いは現金のみ ※お一人様1箱限り
両店とも1月2日の販売はございません

全店合計 先着 60 箱限定!

195円

各

＋税

12/21

予約受付中

30,000 円＋税
本体価格

\ さらに! ご予約特典として /

お支払い時にララカードのご提示・ご利用で

10 倍

ララカード
ポイント

ラルズ カジュアル衣料&寝具
が利用できます!

通常営業時間 あさ10時〜よる8時

まで

必要な書類：前々職の確認書類として
《雇用保険特例受給資格者証》
又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》
及び
直前職の確認書類として
《雇用保険被保険者離職票
（１・２）
》
又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

お1人様
1本限り

まで

一般・高年齢雇用保険加入期間 離職中

!
の
ス!
限定 切ご免 ! 店だけ
サービ
当
売
タイム

数量

このマークが目印!

本 体価 格

1年未満

千歳 市 季 節労働 者通年雇 用促 進協議 会
千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市役所本庁舎1階
直通 ☎
（0123）24-0602
商業労働課 労政係内（窓口11番）

﹁技能功労賞﹂ 加來益章さん︵

季節労働の離職日が令和元年4月1日以降

千歳店 で 限定開催!

北海道産
北海道産

離 職中

※申込み人数に
受講を希望する方は事前申込みが必要です。 限りがあります。

治さん

離職日が令和元年4月1日以降

当店では、店内の消毒及びご来店のお客様がご利用いただける消毒液をご用意しております。
皆様が安心してご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

本体価格

短期雇用保険加入中

離職期間

里見

（0123）
26-7527
講習 K&Cパソコン教室 ☎
会場 千歳市北栄1丁目19-13 フロントリバーC

いただきました寄付金・物品は、千歳市が住みよいまちになるよう地域福祉活動
に役立てられます。ありがとうございました。

必要な書類：
《雇用保険特例受給資格者証》又は《雇用保険被保険者離職票（１・２）》又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

短期雇用保険加入期間

歳︶

①パソコン基本操作
②Word基礎（文書作成）
③Excel基礎（作表・計算）
④パワーポイント基礎（プレゼンテーション）
⑤アクセス基礎（データベース）
⑥Webサイト作成基礎（ホームページビルダー）
⑦パソコン基本操作＋Word基礎
⑧Word基礎＋Excel基礎
⑨Word実践スキルアップ
⑩Excel実践スキルアップ
⑪パソコン検定資格取得対策

現在

③現在離職中だが前々職で季節労働者だった方

﹁技能功労賞﹂ 伊藤大輔さん︵

《1日1レッスン 60分》

短期雇用保険加入期間

様

ただきました。今回寄贈されたタオルは、昨年 11 月から学校の
授業で制作していたものです。
生徒会長の鈴木さんからは「たくさんのデザインがあるので、
楽しみながら使っていただければ」とメッセージがありました。

講習時間／9:00〜21:00まで

必要な書類：
《雇用保険資格取得等確認通知書（被保険者通知用）
・雇用保険被保険者証》又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

離職期間

千歳北陽高等学校

千歳北陽高等学校様から、手作りタオル約 200 枚をご寄贈い

されている方
❷現在離職中
（離職日が令和元年4月1日以降）
で、
前職又は前々職
の雇用保険の種類が
「短期雇用特例被保険者」
であった方

②季節労働を離職した方

様

千歳ライオンズクラブ様から赤い羽根共同募金へ
201,700 円のご寄付があり、千歳市共同募金委員会
の九谷田旭会長が受け取りました。
今回で 14 回目、累計 670,448 円です。

パソコン講習

離職期間

︻善行表彰︼団体

千歳ライオンズクラブ

在職中の
受講が
オススメ!

千歳市に住民登録があり、通年で働くことを希望している季節労働者の方で、
次の❶または❷に該当する方

①現在季節労働で働いている方

様

株 式 会 社 ダ イ ナ ッ ク ス 様 か ら、ペ ッ ト ボ ト ル
キャップ 78.6㎏をご寄贈いただきました。
今回で 9 回目、累計ペットボトルキャップ 537.1
㎏です。

厚生労働省委託事業

（千歳市在住の方） ❶雇用保険の種類が「短期雇用特例被保険者」として、現在雇用

講習の参加者は、本協議会が主催する
「就職支援セミナー（令和3年2月1日
開催）」へ参加していただきます。

様

写
※真は
イメージです

受講対象者

ご寄付いただきました。

株式会社ダイナックス

本体価格

講習 コマツ教習所株式会社 北海道センタ
会場 北広島市大曲工業団地1-6 ☎
（011）
377-3866

︻スポーツ表彰︼

車両系建設機械（整地等）
車両系建設機械（解体用）
フォークリフト
小型移動式クレーン
玉掛け
高所作業車
不整地運搬車
ショベルローダー等
ガス溶接

セガサミーカップゴルフトーナメント

講習時間／教習所が定める日程・時間

歳︶

家族をサポートする役割の多
い時です。仕事とプライベー
トの切り替えが求められてい
ます。独りの時間は思い切り
リフレッシュしましょう。

資格やスキルを身につけよう!!
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千歳市立北進小中学校様から、ペットボトルキャップ 39
㎏、リングプル 2.2㎏をご寄贈いただきました。
今回で 14 回目、累計ペットボトルキャップ 347㎏、リン
グプル 9.4㎏です。

季節労働者の方の通年雇用勤務を応援します。
建設機械運転技能講習

﹁スポーツ賞﹂ 山本芳郎さん︵

千歳市立北進小中学校

温泉・マッサージ
アクアブルー

令和2年度 季節労働者向け人材育成事業

受講
無料

大会事務局︑デンソー北海道︑北海道

仲間・友達
夕焼け色

歳︶

隠れ家
藍色

﹁スポーツ賞﹂ 澤田好広さん︵

愛情運に恵まれます。一人
でできないことも仲間と助
け合うことで達成できる時
です。友情に助けられる出
来事があります。

建設サービス︑北海道ガス千歳支店︑

健康 面 で の 注 意 が 必 要 で
す。いつもは頑張り屋のあ
なたですが、いまは無理せ
ず休養し焦らないことが安
全です。

43 43 55

千歳市社会福祉協議会

空気清浄機
マスカットグリーン

インスピレーション
クリスタル

平和恒産︑千歳市環境整備事業協同組

情報紙・SNS
水色

あなたの勇気や前向きな姿
勢が幸運を引き寄せます。
今できる良いことに意識を
向け行動することで嬉しい
ことがあります。

︻市民文化表彰︼

直感力が高まります。目に見
えないものから受け取るもの
がある時です。美しいものや
感動するものに触れることで
パワーアップできます！

合︑山﨑建設工業︑千歳ロータリーク

たくさんのアイデアやメッ
セージを受けとることので
きる時期です。良い情報を
必要な人に伝えることで感
謝も受け取れます。

DIY・手芸
オレンジ色

79 83

歳︶

ありがとうの言葉
ピンク

家や居場所を心地良くする
工夫が運気アップにつなが
ります。時間をかけて手仕
事をしたり家での時間を大
切にしましょう。

ラブ︑ブルーファミリア︑ふれ愛デー

泣ける映画
白

歳︶

感謝や愛を受け取ることの
多い時期です。周囲の人の
優しさに触れることで元気
になれます。素直な気持ち
を大切に！

員会

心の中にある怒りや悲しみを
癒すことが大切です。ときに
は思いきり涙を流すことも必
要です。仕事とプライベート
の切り替えを心がけて。

交渉・契約
抹茶色

72 76

チャリティパークゴルフ交流会実行委

整理・お片付け
シルバー

交渉事など解決するために
話し合うことが求められて
います。互いの意見に耳を
傾けることで前向きな結果
が得られます。

﹁市民文化賞﹂ 中村勝信さん︵

ラッキーワード
ラッキーカラー

経済面でプラスになることがあ
りそうです。以前から欲しかっ
た物が手に入るチャンスがあり
ます。散らかったものを整理す
ると運気もアップします。

コミュニケーション
ミントグリーン

15

﹁市民文化賞﹂ 中島勝己さん︵

停滞していた状況が前向き
に動き出しそうです。気に
なる人に電話したり、まめ
に連絡することで良いこと
があります。

11 月 27 日〜 12 月 3 日

﹁市民文化奨励賞﹂ 長島ひなたさん

今週の星占い

︵ 歳︶

ミス・バレンタインの

ちゃんと

全店合計 先着 30 組限定!

恵庭店からのお知らせ

恵 庭 店 恵庭市本町210
TEL.0123-33-1122
2階 衣料コーナー

通常営業時間 あさ10時〜よる8時

※11/29
（日）
のみ あさ9時〜よる8時

※福箱・福袋につき、各種割引は対象外となります。
そのほか、詳細は長都衣料・恵庭衣料係員までご確認お願いいたします。 新型コロナウイルス感染拡大状況により企画内容・日程は、
変更になる場合がございます。

