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2021 年 1 月 22 日（金）

ちゃんと

ミス・バレンタインの

今週の星占い
〜 クロガレイがうまい !

〜

一人でできないことも仲間
や友人の協力を得て達成す
ることができる時期です。
立場を超えて良い人脈が得
られそう。

みなさん、こんにちは。
これからの時期、クロガレイが大量に水揚げされます。
スーパー・鮮魚店でよく目にしますが、産卵時期の 2
～ 6 月は最盛期を迎え、家庭での定番、煮つけ魚として
も有名です。

一見マイナスに思える体験
が後々プラスに変化する出
来事がありそうです。未来
に投資する姿勢が良い流れ
を引き寄せます。

目利きとしては、身が分厚く、腹に卵を持っているメスを選ぶのがポイントです。
鮮度が良ければ刺身でも食べられますが、やはり、ヒラメやオヒョウと比べると
身が固く、締まっているので火を通す食べ方をお勧めします。

両目が体の右側、口が小さく、体長は 40 センチほどになります。クロガシラカ
レイと似ていますが、頭の小ささや頭から尾にかけての線状に走る穴の湾曲が
小さいことで見分けられます。
北海道近海では、オホーツク海沿岸・道東の根室や厚岸湾に分布しているとい
われています。

いのちについての学びや気
付きが与えられる出来事が
ありそうです。愛や優しさ
を惜しみなく与えることが
幸運につながります。

クロガレイの煮つけ

公設地方卸売市場水産担当

五感を満たすことがパワー
アップにつながります。美
しいものを見て美味しいも
のを食べましょう。買い物
運に恵まれます。

恵千フーズ 小野

恵庭市通年雇用促進協議会からのお知らせ

労働環境や仕事を見直すこ
とがテーマとなります。無
理せず自分の健康を優先し
休養を心がけましょう。
求人情報
グリーン

譲り合い
パープル

対人関係の緊張や対立に注
意が必要です。家でくつろ
いだり、リラックスする時
間を大切にしましょう。

学ぶことが課題となりま
す。知識や技術を向上させ
ることで運気もアップしま
す。人の話をよく聞くこと
を心がけて。

手芸・DIY
オレンジ色

学校・試験
ティーグリーン

居場所や家族の変化の予感
があります。未知の分野へ
の挑戦で未来がひらけま
す。前向きな気持ちで行動
しましょう。

スウィーツ店
チョコレート色

市場から青果物や水産物を調達する事業者（買受人）募集中！
千歳市公設地方卸売市場（☎ 0123-24-2709）

信じる心
こはく色

パートナーや身近な人との
関係に目を向けることが大
切です。一方通行ではない
真に理解しあう気持ちが大
切です。

花屋さん
ピンク

①下処理を行い、皮目に切り込みを入れます。
②フライパンに水と調味料（砂糖、酒、みりん、しょう油、お好みでしょうがな
ど）適量を入れて沸騰してからクロガレイを入れます。
③再度沸騰しだしたら、中火・落し蓋で煮込んでいきます。
④クロガレイの身が白くふっくらとしだしたら、煮汁をかけながら煮詰めてい
き、汁にとろみが出てきたら出来上がりです。

自分の中にある恐れを捨て
心の壁を打ち破ることで未
来がひらけます。途絶えて
いた人との交流や和解の
チャンスがあります。

靴・皮製品
レンガ色

寄付・クラウドファンディング
水色

クロガレイの特徴

ラッキーワード
ラッキーカラー

周囲からの注目が集まりま
す。これまで努力してきた
ことが認められそうです。
自ら主体的に行動すること
が運気アップに！

サークル・仲間
レモン色

臭みが少なく、身は淡白でクセがなく、皮からはコラーゲンが出て、ごはんとも相
性が抜群です。

1 月 22 日〜 1 月 28 日

周囲の変化が予想されま
す。今は行動せず静かに見
守り待つ姿勢がトラブル回
避と安全につながります。

鍋料理
インディゴブルー

アドレス帳
レトログリーン

受講料
季節労働で働く皆さんの通年雇用化を支援します。入場料
〈 厚生労働省委託 令和2年度通年雇用促進支援事業 〉

対象となる季節労働者とは、
恵庭市に在住する令和元年度〜2年度に雇用保険短期特例被保険者である
（あった）
方です。

えにわ通年雇用

※事業内容等に 変 更 が あ っ た 場 合 は あ ら か じ め ご 容 赦 願 い ま す 。 ※ 技 能 講 習 の 詳 細 や 定 員 状 況 に つ い て は 協 議 会 ま で お 尋 ね 下 さ い 。

■建設関連技能講習
建設技能を習得して企業から求められる人材になりましょう。

《建設機械運転技能講習・建設作業主任者技能講習 》
❶車両系建設機械
（整地・掘削用）
運転技能講習
❷フォークリフト運転技能講�
❸玉掛け技能講習
❹小型移動式クレーン運転技能講習
❺高所作業車運転技能講習
❻車両系建設機械
（解体用）運転技能講習
❼不整地運搬車運転技能講習
❽ショベルローダー等運転技能講習
❾ガス溶接技能講習

❿地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
⓫足場組立等作業主任者技能講習
⓬はい作業主任者技能講習

《建設業安全衛生・特別教育》
❶アーク溶接特別教育
❷刈払機取扱者安全衛生教育
❸伐木等（チェーンソー）の業務修了者対象追加講習
❹フルハーネス型墜落制止用器具業務特別教育
❺ローラーの運転特別教育
❻有機溶剤業務従事者安全衛生教育
❼足場の組立等の業務特別教育
❽職長教育・安全衛生責任者安全衛生教育

■2級土木施工管理技士講習
【実施日】
令和3年3月17日(水)～19日(金)3日間とも9：30～16：30
〈予定〉
【講 師】
総合資格研究会 目黒良さん

■ドローン活用セミナーとドローン操縦技能講習
《活用セミナー（座学講習）》

【実施日】
令和3年3月3日
（水）
10：00～12：10

【講

師】
HELICAM㈱代表取締役



②各産業におけるドローンの利活用事例
丹野宏柄さん

※活用セミナーはドローン操縦技能講習の座学講習を兼ねていますので、
ドローン操縦技能講習の受講を希望される方は、活用セミナーの受講をお願いします。

《操縦技能講習（基礎演習トレーニング）》

ドローンに触れたことのない初心者の方を対象に操縦技能講習を実施します。

募集終了

【実施日】
令和3年3月5日
（金）
10:00～16：00
【内 容】
①基礎知識のおさらいと補足事項
②ワークショップ ③実技訓練

■介護・福祉関連資格取得講習
★介護・福祉事業は高齢化社会のニーズに応えた成長産業です。

《介護職員初任者研修》

【実施日】
ホームヘルパー２級に代わる介護資格です。

■施設管理業務技能講習
施設管理業務やガソリンスタンドへの就職に有利な技能資格です。

《ボイラー技士関連講習》
❶ボイラー実技講習

❷2級ボイラー技士免許受験準備講習

《危険物取扱者乙種四類試験準備講習》
❶危険物取扱者乙種四類試験準備講習

❸令和 3年2月1日
（月）
～令和 3年2月26日
（金）のうち１6回
❹令和 3年3月1日
（月）
～令和 3年3月30日
（火）のうち１6回
※リモート方式（インターネットビデオ）による受講も可能です。詳しくは事務局までお尋ね下さい。

《福祉有償運送運転者講習》

介護タクシー、
介護・福祉事業所の利用者等を有料にて
車で送迎するための技能資格です。

【実施日】
❶令和 3年2月12日(金)
❷令和 3年3月12日(金)

★医療・介護・福祉サービス事業に特化した就職説明会です。
【実施日】令和3年2月20日(土)
【場

所】恵庭市民会館中･大会議室視聴覚室

【時

間】9:30～12:30

【参加企業】医療機関、介護・福祉サービス業
【募集職種】看護師、看護助手、介護福祉士、介護職員、就労支援員、
運転手、施設管理職員、その他業務職員

ドローンの操縦に必要な関連法令や禁止事項、機材のメンテナンス方法、
新たな職務や業務効率に成功した事例をご紹介します。
容】
①ドローンの導入・運用・許可・法令について

検索

■医療・介護・福祉事業合同企業就職説明会

★土木の専門知識を学びたい方、
国家試験の受験を目指している方は
是非ともご参加下さい。

【内

無料

【後

援】千歳公共職業安定所（ハローワーク千歳）

入場料無料

履歴書不要

介護サービス事業

入退出自由

令和3年1月22日現在：順不同・敬称略

❶社会福祉法人いちはつの会 特別養護老人ホーム 恵庭ふくろうの園
❷医療法人社団慶心会 介護付有料老人ホーム ラ・デュース恵み野
❸医療法人北晨会 介護老人保健施設 恵み野ケアサポート
❹医療法人盟侑会 介護老人保健施設 アートライフ恵庭
❺社会福祉法人恵望会 特別養護老人ホーム 恵望園
❻社会福祉法人健美会 地域密着型特別養護老人ホーム ふる里えにわ
❼有限会社セカンドライフ グループホーム 北のくにから
❽株式会社橙果舎 グループホーム こもれびの家・めぐみの
❾株式会社GAKUSAN 小規模多機能施設・グループホーム のりこハウス
❿HITOWA ケアサービス株式会社 介護付有料老人ホーム イリーゼ恵庭
⓫株式会社サルド サービス付き高齢者向け住宅 翡翠

障がい者福祉施設
⓬社会福祉法人 恵庭光風会 恵庭光と風の里ほか

医療機関
⓭ 医療法人社団ひこばえの会 恵庭みどりのクリニック
⓮ 医療法人盟侑会

島松病院

⓯ 社会医療法人恵和会

恵庭第一病院

※参加事業所、
募集内容等に変更があった場合はあらかじめご容赦願います。

各講習日程・会場はホームページ http://w w w.eniwa-kisetsu.org でご 確認いただくか、下記までお尋ね下さい。

⚠ 新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら事業を進めていますが、緊急事態宣言の発令または感染状況如何で事業を中止とすることもありますので予めご了承願います。

お問い合わせ
お申込みは

恵庭市通年雇用促進協議会

〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地 TEL：0123-33-3131
（内線3334） FAX：0123-33-3137
恵庭市役所経済部商工労働課内
E-mail:eniwa-kisetsu@amail.plala.or.jp

