
2020年12月18日（金） ちゃんと7

普通二種免許

募集要項

教習指導員
募集中

教習指導員

❶ 普通免許取得後3年以上でMT車の運転経験があり、
　   MT車の運転に自信がある方

❷ 週2～3日以上、日中に4～5時間の時間がとれる方
❸ 当自動車学校のモニターとしての選抜試験があります
❹ 本モニターに関する免許取得費用はかかりません

※但し2回目以降の技能試験料、試験手数料、免許交付手数料はお客様の負担になります

!!
無料無料
モニター募集!モニター募集!モニター募集!モニター募集!

ぜひお問合せください。

℡ 0123-23-3213
資格のある方 指導員の資格取得を目指す方

自動車学校のイ
ンストラクター

と同等の技術を
身につけてみま

せんか？

クーポンクーポン

長都店スーパー
アークス 恵庭店ビッグ

ハウス

当日のお買い上げ（１枚のレシートで）2,500円
（税抜）以上のお客様に限ります。

12/19 20 、25 ～27

10倍
セールポイント

ララカード
会員様

アークスRARA JCBカードのクイックペイでのお支
払いに限り対象です。クレジット及び他のクイックペ
イ搭載カード、モバイルクイックペイは対象外です。

本年最後の開催  12/25

5%
お戻し

クイックペイの日
アークスRARA JCB
カードのクイックペイ
のお支払いで ご請求時

現金、ギフト券などとララプリカの併用払いは対象外
〈対象外商品〉長都店学生服コーナー他催事品、恵庭店ワッツウィズコー
ナーなど。詳しくはサービスカウンター係員までお申し付けください。

本年最後の開催  12/24

5%
引き本体価格からレジにて

全額ララプリカで
お支払いの方

2店舗同時企画

歳末ご愛顧
感謝
歳末ご愛顧
感謝

長都店 千歳市勇舞
8丁目1-1

ラルズ カジュアル衣料&寝具

TEL.0123-23-7021

TEL.0123-33-1122

恵庭店 恵庭市本町210

2階 衣料コーナー

えにわんチケットご利用可

ちとせスーパープレミアム付商品券ご利用可

通常営業時間　あさ10時～よる8時

通常営業時間　あさ10時～よる8時

※12/20、27（日）のみ あさ9時～よる8時

9日間限定!

お店へGo!!!



キリトリ線

 線
リ
ト
リ
キ 4割引4割引4割引4割引

本体1,990円以上の品
レジにてお一人様

1点限り
今ついている
本体価格より
★ビッグハウス恵庭店衣料、ラルズ衣料 長都店でのみご利用いただけます。 
★他の割引企画との併用はできません。  ★パソコン、タブレット端末などの
Webサイトからプリントアウトしたクーポン券はご利用できません。 

12/19 27土 日～

第4回 「話し合おう！テーマに沿ったちとせの現在・未来」
《令和3年3月6日（土）》 13:30～15:30

 みんなで、ひと・まちづくり委員会（千歳市教育委員会生涯学習課内）
 ☎24-3153
 FAX 27-3743

対 象 千歳の魅力を知り、伝え、広める活動に関心のある、市内在住の人
と こ ろ  北ガス文化ホール　3階視聴覚室（千歳市北栄2丁目2-11）
申込期限  令和3年1月14日（木）まで
申込方法  電話・FAXまたは千歳市ホームページ入力フォームからお申

込ください。
定 員 20人（定員を超えた場合は抽選）

問合せ
申込

～知る・語る・広める ちとせの魅力まちづくり～

《みんなで、ひと・まちづくり委員会自主事業》

　千歳の魅力・自分の経験やスキルをたくさんの人に伝えたい！ やってみた
い！ を形にするための、企画運営方法を学ぶ講座です。前期（全4回コース）と
後期（令和3年度実施予定）の講座修了後は、ちとせを元気に応援隊として千歳
の魅力を広める活動を実践します。

千歳市教育委員会生涯学習課からのお知らせ

第1回 「あなたのやってみたいは何？～話してみよう！ちとせの生涯学習～Part1」
《令和3年1月30日（土）》 13:30～15:30

第2回 「あなたのやってみたいは何？～話してみよう！ちとせの生涯学習～Part2」
《令和3年2月6日（土）》 13:30～15:30

第3回 「あなたも明日からファシリテーター～話し合いを円滑にするための方法を学ぶ～」
《令和3年2月20日（土）》 13:30～15:30

養成講座ちとせを 応援隊元気に
前期

 千歳市総務部契約管財課契約係
 〒066-8686　千歳市東雲町2丁目34
 ☎0123-24-0535

対 象 令和3・4・5・6年度に市が発注する各種契約に係る競争入
 札に参加を希望する方
申請書類  申請書（市指定様式）、千歳市税の納税証明書および消費税の

納税証明書など
 ※申請書は、契約管財課または市のホームページから入手できます。
申請方法 市のホームページでご確認願います。
受付場所  市役所本庁舎4階41番窓口　総務部契約管財課契約係
受付期間  令和2年12月14日～令和3年1月29日
 （持参受付は平日の9時～ 11時30分と13時～ 16時）

問合せ
申込

千歳市競争入札参加資格審査
申請の受付について

令和
3・4・5・6年度

　市が令和3・4・5・6年度に発注する各種契約に係る競争
入札に参加を希望する方の競争入札参加資格審査申請を
受け付けます。

①建設工事 ②設計など ③物品購入など
④業務委託 ⑤電力供給

内容

令和3年4月1日～令和7年3月31日資格の有効期間

千歳市からのお知らせ

北海道立消費生活センター 相談専用電話  TEL.050-7505-0999
一人で悩むより…

?
こんなとき、どうする？

出典：（一社）北海道消費者協会「北のくらし」№ 501

困ったときの
　　　アドバイス
「電気代が安くなる」と勧誘電話
検針票をスマホで送信してしまった

　昨日、契約中の大手電力会社を名乗って、
「電気代が安くなる。見積をするので検針
票をファックスしてほしい」と電話がきた。

ファックスがないと伝えると、「スマホで検針票を撮
影し、画像を送って」と言われ送信した。その後、おか
しいと思い、契約先が他の会社に変わるのではないか
と不安になった。契約先を変えるつもりはないが、どうしたらよいか。

（80代　女性）

　特定商取引法（特商法）では、事業者が電話で商品やサービスの勧誘を行う
場合、勧誘前に事業者名や販売目的を告げることが義務付けられています。ま
た、事業者には法律で定められた事項を記載した契約書面の交付を義務付け
ており、消費者は書面を受け取ってから８日間は、クーリング・オフできます。
　相談者には、小売電力の勧誘の可能性があることと、クーリング・オフが可
能であることを伝えました。センターから相談者の着信履歴に残っていた電話
番号にかけると、契約中の電力会社ではなく小売電気事業者の代理店でした。
勧誘時に大手電力会社を名乗っていることや、電気代が安くなるとだけ言っ
て販売目的を告げていない等の問題点を伝え、契約する意思がないことと、今
後の勧誘を断る旨を伝えました。代理店からは「見積の計算段階で、契約には
至っていない。今後の勧誘も控える」との回答があり、相談者に伝えました。
　小売電気事業者の勧誘では、検針票の記載情報を求められる事例が多く見
受けられます。検針票には顧客番号や供給地点番号などの重要な個人情報が
記載されており、これらの情報によって新たな電力会社との契約が可能にな
ります。勧誘を受けた場合は、すぐに検針票などの情報を伝えず、会社名や料
金プラン等を確認するなど慎重に対応しましょう。

事例

アドバイス
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2本限り 95円95円＋税＋税
茨城県産さつまいも茨城県産さつまいも茨城県産さつまいも茨城県産さつまいも

紅はるか紅はるか紅はるか紅はるか
Lサイズ1本Lサイズ1本

●12/20日

300
袋限定 各195円各195円
お1人様 3袋限り

マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん

袋ラーメン袋ラーメン袋ラーメン袋ラーメン

しょうゆ
みそ
塩

1袋（5食パック入り）1袋（5食パック入り）

体
本

格
価
体
本

格
価

＋税＋税16:00〜18:00

このマークが目印!

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!

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。

ビッグハウス 千歳店

限定開催!限定開催!千歳店で千歳店で

※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。【ビッグハウス 千歳店】 TEL.0123-26-6660
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)


