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現地

■免許番号:北海道知事石狩(2)第7934号 

■(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 

■(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟

〒066-0061 千歳市栄町7丁目1237番地3

TEL.0123-27-1900
FAX.0123-27-1910

千歳支店

●営業時間/10:00～18:30 　水曜日定休 ■Mail:chitose.re@jogatom.co.jp

●所在地/千歳市文京1丁目6番地5 ●
交通/千歳相互バス 泉沢向陽台線「柏陽
1丁目」停160ｍ（徒歩2分） ●専有面積
/56.83m²（17.19坪） ●バルコニー面積
/5.4m²（1.63坪） ●建物構造/鉄筋コ
ンクリート造 5階建 ●築年月/平成4年
4月 ●現況/空家 ●駐車場/近隣月極
5,000円(要確認) ●引渡日/相談 ●用
途地域/第一種中高層住居専用地域 ●
設備/上下水道、エレベーター、オート
ロック、オール電化、電気温水器、蓄熱暖
房機、エアコン、家具・家電付 ●取引態
様/媒介

千歳市 文京1丁目 中古マンション住宅
サーム千歳ドミニオWing2 415号室
★オートロック付 ★オール電化 ★家具・家電付

1,280万
円

1K

※広告有効期限/2021年1月31日

内覧ご希望の方は随時ご連絡ください。随時ご案内いたします。

420万円
販売価格（税込）

※図面は手書きのため現況を優先します

受講を希望する方は事前申込みが必要です。
人数に限りがあります、お申込はお早めに。

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 商業労働課 労政係内（窓口11番）
☎（0123）24-0602 （0123）22-8851FAX

お申込み
お問合せ

運　営・委　託

札幌市中央区北１条西1-6 さっぽろ創成スクエア21F

0800-800-0202

令和3年 1/28木

「ライフプランニング」で

豊かな人生を
～仕事・お金、人生設計の大切さ～ 講 師 菊地 幸夫氏

民事・刑事・学校・教育問題などを
手がけるスペシャリスト弁護士

中央大学法学部卒業。元司法研修所刑事弁護教官。現在、社会
福祉法人練馬区社会福祉事業団理事も務める。また、日本テレ
ビ「行列のできる法律相談所」及び「スッキリ」をはじめ、数本の
番組にレギュラーとして出演。弁護士業務の傍ら体力作りにも
勤しみ、各地のトライアスロン大会への出場。地元小学生のバ
レーボールチームの監督等も務めている。著書に共著 三協法
規出版より「守られる権利 守るべき法律」など多数。

プロフィール
東京都出身　　中央大学法学部法律学科卒業
1987年・・・・・・・弁護士登録( 第二東京弁護士会)
2003年～2006年・・・最高裁判所司法研修所　刑事弁護教官
2008年～現在・・・・社会福祉法人練馬区社会福祉事業団理事

経　歴

法律番組『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系列）
朝の情報番組『スッキリ』（日本テレビ系列）
朝の情報番組『週刊ニュースリーダー』（テレビ朝日系列）
情報ワイド番組『報道ランナー』（関西テレビ系列）
情報ワイド番組『ゴゴスマ ～ GO GO!Smile! ～』（TBS テレビ系列）
情報バラエティ『アッコにおまかせ！』（TBS テレビ系列）
情報ワイド番組『キャッチ！』（中京テレビ系列）　など

テレビ出演

お申込み期限

14：30～15：00
●季節雇用と通年雇用の比較
●ワークショップ（ライフプラン作成）

第2部

13：00～14：30
第1部

札幌市出身　藤女子短期大学卒業
1999 年…株式会社三井住友銀行にて、法人諸届・資産運用窓口を担当
2006 年…株式会社リクルート タウンワーク事業部にて企業採用の提案、企画立案
2008 年…人材派遣・人材紹介・求職者支援訓練校にて、「就職支援講座講師」
　　　　「就職支援責任者・キャリアコンサルタント」として指導
2015 年…企業研修を行う会社にて研修プログラム立案、講師として勤務
2016 年…キャリアフォローアカデミー株式会社を設立

経　歴
・国家資格キャリアコンサルティング技能士2 級
　( 訓練対応キャリアコンサルタント)
・IT分野に関わるキャリアコンサルタント研修修了
・2 級心理カウンセラー　
・有料職業紹介責任者　
・ 証券外務員2 種　・営業力強化検定　
・世界遺産検定3 級

資　格

藤塚 優子氏
キャリアフォローアカデミー 代表取締役

講　　師

令和3年

2月1日月
13：00～15：00
■会場/千歳市総合福祉センター 402号室

（千歳市東雲町2丁目34番地）　  

対象 ： 千歳市内にお住まいの季節労働者又はその離職者

参加
無料
定員有・先着順

ＪＲ千歳駅 駅前広場出口から徒歩17分

季節労働者向け就職支援セミナー　「ライフプランセミナー」季節労働者通年雇用促進支援事業

　こんにちは、川上真生です。このご時世、
お出かけも気をつかう今日この頃ですが、 
今年も素敵な景色を見に行けたらと思います。

温泉

恵庭市在住。1男 1女、
2 児のママ。2010 年に

小 説「青い世界」で日本文学館
出版大賞特別賞受賞。2011 年か
らマンガ執筆を始め、2018 年度
「第 3回北のまんが大賞」で特別
賞に入選。現在は、電子書籍の本
屋さんDopub（ドゥパブ）で「UNI
（ユニ）一輪車」を連載中。
http://dopub.jp/
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一部対象外の

物件があります

（年末年始を除く）9：00～18：00 年中無休
千歳市末広5丁目8-1 
アルファテラス末広1階

お気軽にお問い合わせください

ＴＥＬ.0123-29-3031

仲介手数料半額！！

サ ツ ド ラ
千歳末広店様隣り
サ ツ ド ラ

千歳末広店様隣り
FC千歳店
北海道知事　石狩 (3) 第 7582 号 有効期限：2021年1月末日まで

★ペット相談可 ★オートロック ★インターネット利用料無料
1LDＫ

万
円

■千歳市幸町

6.4
■アルファシティ幸町 《405号室》
●所在地/千歳市幸町5丁目1-1 ●交通/ＪＲ千歳線「千歳」駅 徒歩8
分 ●学区/北栄小学校、千歳中学校 ●構造/RC造4階建 ●専有面積
/33.8㎡ ●築年月/2019年2月 ●入居予定/相談 ●駐車場/有（1台
/8,800円） ●設備/シューズBOX、バス・トイレ別、温水洗浄トイレ、
シャンプードレッサー、LPガス、エアコン付、灯油暖房、モニタ付イン
ターホン、猫相談可、家賃保証会社利用可、二重サッシ、全居室収納あ
り、ガスコンロ ●保険/18,000円

1LDＫ
万
円

■千歳市末広

6.7
■アルファガーデン末広 《307号室》
●所在地/千歳市末広5丁目9-7 ●交通/JR千歳線｢千歳」駅徒歩5分 ●学区/
高台小学校、千歳中学校 ●構造/RC造3階建 ●専有面積/36.03㎡ ●築年月
/2019年3月 ●入居予定/即 ●駐車場/有（１台/8,800円） ●設備/室内洗
濯機置場、シューズBOX、収納あり、バス・トイレ別、温水洗浄トイレ、シャン
プードレッサー、ガスコンロ、システムキッチン、LPガス、灯油暖房、モニタ付
インターホン、ペット相談可、家賃保証会社利用可、BS・CSアンテナ、コンロ
2口、宅配BOX ●保険/18,000円  

★エアコン付き ★オートロック ★インターネット利用料無料

★メゾネット ★物置付き ★エアコン付き ★TVインターホン
2LDＫ

万
円

■恵庭市黄金北

4.51LDＫ
万
円

■恵庭市漁町

4
■シャルムⅠ 《201号室》 ■パレーシャル黄金Ⅱ 《102号室》

●所在地/恵庭市黄金北3丁目17-13 ●交通/ＪＲ千歳線「恵庭」駅 徒歩12
分 ●学区/恵庭小学校、恵明中学校 ●構造/木造２階建 ●専有面積/56.1㎡ 
●築年月/1991年5月 ●入居予定/即 ●駐車場/有（1台/無料） ●設備/日
当り良好、照明器具付、室内洗濯機置場、二重サッシ、シューズBOX、バス・ト
イレ別、温水洗浄トイレ、シャンプードレッサー、ガスコンロ、LPガス、灯油暖
房、その他インターネット、2人入居相談可（ルームシェア含む）、シニア相談
可、保証人不要、家賃保証会社利用可 ●保険/18,000円

●所在地/恵庭市漁町365 ●交通/ＪＲ千歳線「恵庭」駅 徒歩20分 ●
学区/恵庭小学校、恵庭中学校 ●構造/木造2階建 ●専有面積/33㎡ ●
築年月/1994年4月 ●入居予定/相談 ●駐車場/有（１台/無料） ●設備
/バス・トイレ別、シャンプードレッサー、BSアンテナ、ブロードバンド回
線（光ファイバー等の高速インターネット）、照明器具付、室内洗濯機置
場、フローリングシューズBOX、2人入居相談可（ルームシェア含む）、角部屋、日当り良好、二重サッシ、独
立洗面台、シニア相談可、保証人不要、家賃保証会社利用可、ガスコンロ、灯油暖房 ●保険/18,000円

★インターネット利用料無料 ★物置付き ★エアコン付き
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仲介料
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ミス・バレンタインの
ラッキーワード
ラッキーカラー今週今週のの星占い星占い

深呼吸
ブラウン

音楽・アート
インディゴブルー

懐かしい場所
アメジスト色

本屋さん
レモン色

理想や目標がいつもより高
くなります。臨時収入の暗
示があります。お金の出入
も多い時ですが衝動買いに
は気を付けて！

未知なことに挑戦すること
で未来がひらける時です。
心がわくわくすることや感
動できるものに出合うチャ
ンスがあります。

人のつながりに助けられる
出来事があります。コンプ
レックスを打ち破り、苦手
なことを克服するきっかけ
が与えられます。

原点に帰って学ぶ姿勢が求
められています。自分の得
意分野でも新人のような気
持ちで取り組むことで発見
があります。

目上の人
シルバー

鍋料理
オレンジ色

新しい洋服
ピンク

ヒーリング
クリスタル

美しい言葉
はちみつ色

SNS・電話
水色

エステ・美容室
パールホワイト

その道のプロから学ぶチャ
ンスがあります。尊敬できる
人から良いアドバイスを受
け取ることで前向きなヒント
や未来への希望が描けます。

居場所を心地良くすること
で心も体も元気になれま
す。外に出るよりおうち時
間を楽しく過ごす工夫をし
ましょう。

愛情運に恵まれます。愛す
る人と分かち合う時間を大
切にしましょう。シングル
の人はときめく出会いがあ
りそうです。

不満や疲れがたまっている
人はしっかり決断して切り
替えることが大切です。自
分にご褒美をあげることで
元気になれます。

仕事での責任が与えられそ
うです。あなた自身の心と
体の健康を守ることを心が
けましょう。自分を癒す時
間が必要です。

情熱を燃やせる何かに出合
える時期です。愛情運にも
恵まれます。愛や優しさを
惜しみなく与えることが幸
運に！

自分だけの楽しみや喜びを
大切にしましょう。お金で
は買えないステキなものに
出合えます。あなたの個性
を輝かせましょう。

恋愛のチャンスに恵まれま
す。あなたの魅力をより輝
かせるために美容やファッ
ションなどを楽しむことも
おすすめです。

贈りもの
小豆色

1 月 15日〜 1月 21日


