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2020 年 12 月 11 日（金）

ちゃんと

新千歳空港シアター

劇

場

情

省エネ住宅①

報

所 新千歳空港国内線ターミナルビル

4F
℡ 46-4150 時 9 時〜 22 時 料 一般
1800 円、大 学 生 1400 円、高 校 生 以 下
1000 円、幼児（3 歳〜）1000 円、シニア
（60 歳以上）1100 円 P 駐車場 3 時間
無料（エンターテインメント施設利用で）

12/25（金）公開

©Fujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners
監督：八木竜一
声の出演：水田わさび、大原めぐみ、かかず ゆみ、木村 昴、関 智一、
宮本信子、妻夫木聡
配給：東宝

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
監督：外崎春雄
声の出演：花江夏樹、鬼頭明里
配給：東宝

厚生労働省委託事業

資格やスキルを身につけよう!!

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

受講対象者

省エネ住宅とは？

文字通りエネルギー消費の少ない住宅

のことです。北海道の住宅のエネルギー

消費は約4割が冷暖房と言われており、

①断熱

壁や床、屋根、窓などを通して住宅内外

の熱移動を少なくすることです。冷暖房

を使用していると、室温と外気温に差が

生じますが、温度は高いほうから低いほうへ移動するため、断熱性を上げこの移動をい
かに少なくするかが、冷暖房の効率に関わってきます。

②日射

室温が自然に上昇する最も大きな要因は太陽の光です。夏場は太陽の光を遮り室温

③気密

住宅に隙間があると、その隙間を通って熱が室内外を移動してしまいます。冷暖房の

効率を上げるためには気密性を高め、この熱移動を減らす必要があります。しかし、隙

間を減らし気密性を上げるだけでは、換気ができず室内の空気が悪くなってしまうの
で、
気密性を高めつつも、
十分な換気量を確保する必要があります。

次回は、
「省エネ住宅の4つのメリット」について紹介する予定です。

在職中の
受講が
オススメ!

パソコン講習

講習時間／9:00〜21:00まで

《1日1レッスン 60分》

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

怪盗ちゃんとからの
挑

戦状

解決編

ちゃんと12月4日号に掲載された
「怪盗ちゃんとからの挑戦状」
君は解けたかな？
答え合わせをするよ！

（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

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

（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。

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

①現在季節労働で働いている方

現在

離職期間

短期雇用保険加入中

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》

②季節労働を離職した方
離職期間

離職日が令和元年4月1日以降

短期雇用保険加入期間

離職中

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》

③現在離職中だが前々職で季節労働者だった方
短期雇用保険加入期間

季節労働の離職日が令和元年4月1日以降

離職期間

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saving/general/housing/）

お問い合せ／恵庭市生活環境部環境課

季節労働者の方の通年雇用勤務を応援します。

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

介していきます。

よって冷暖房を使用する量を減らすことができます。

禰豆子を連れた炭治郎と善逸、伊之助
の一行は、鬼殺隊最強の剣士である
《柱》のひとり、炎柱の煉獄杏寿郎と
合流し、闇を往く《無限列車》の中で、
鬼と立ち向かうのだった。

講習時間／教習所が定める日程・時間

適に過ごし、なおかつ光熱水費も削減できる「省エネ住宅」について、4回にわけてご紹

の上昇を抑える、冬場は太陽の光をうまく室内に取り込み室温を上昇させる。これに

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

建設機械運転技能講習

らいいのかわからないもの。なので今回はちょっと視点を変えて、暑い夏、寒い冬を快

が柱となります。

大好きなしずかちゃんと、ついに結
婚！のび太の子供の頃からの夢が叶う
はずだった結婚式当日、なぜか、のび
太が来ない・・・。

受講
無料

年々厳しくなる暑さは「地球温暖化」が

冷暖房の使用量を減らすには３つの対策

STAND BY ME ドラえもん 2

令和2年度 季節労働者向け人材育成事業

計日数が17日だったのに対し、今年は24日！

球温暖化を防ぐため・・・なんてスケールの大きなことを言われても、なかなか何をした

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR
Kikaku ©Pokémon ©2020 ピカチュウプロジェクト
監督：矢嶋哲生
声の出演：松本梨香、大谷育江、林原めぐみ、三木眞一郎、犬山イヌコ、
堀内賢雄、上白石萌歌、山寺宏一、中川翔子、中村勘九郎
配給：東宝

上映中

ですが、今年の夏も暑かったですね。8月の最高気温をみると、去年は夏日・真夏日の合
原因とも言われており、CO₂削減対策の重要性が世界中で叫ばれています。しかし、地

劇場版ポケットモンスター ココ
幻のポケモン・ザルードに、ポケモン
として育てられた少年ココ。オコヤの
森に危機が迫った時、ポケモンと人間、
親子の愛が試される。

上映中

こんにちは、恵庭市役所環境課です。肌寒い日が増え、冬の訪れを感じる今日この頃

1年未満

一般・高年齢雇用保険加入期間 離職中

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》

※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。

※申込み人数に
限りがあります。

受講を希望する方は事前申込みが必要です。
お申込み
お問合せ

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）

数量限定

tel.0123-33-3131（内線 1141）
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答え ボウネンカイ

