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いることも多くなりましたが、この機会にバト
ンを通じておもいっきり体を動かしてみませ
んか。初めてバトンに触れる方でも、くるくる
と回せるようにサポートします。技ができた！
という喜びをぜひ体験してほしいです。
とき／ 2月7日（日）、13日（土）、21日
（日）、28日（日）14時～ 15時（受付13
時15分～ 13時45分）
ところ／中心街コミュニティセンター（千歳
市幸町4丁目30）
コーチ／渡辺 由香理さん
対象／ 4歳以上
参加費／ 500円
持ち物／動きやすい服装、運動靴、タオル、
飲み物、マスク　※バトンは消毒済の物を
お貸しします。
申込期限／開催日前日までに電話にて申込。
問合せ・申込・電話／080-4509-6272（渡辺）

アイヌハーブハンドクリームと数秘
術の日
①アイヌハーブハンドクリーム作り
　アイヌが薬草として利用してきた身近な
植物の成分を閉じ込めたハンドクリームを作
りましょう。北海道に自生している野草のエ
キスを抽出したオイルとミツロウで作るハン
ドクリームになります。1時間ごとに3名ず
つの交代制になりますので希望時間含めて
事前にご予約が必要です。
②数秘術個人年鑑定
　数秘術であなたの個人年を鑑定いたしま
す。数秘では9年を1サイクルとして考えま
す。今年1年があなたにとってどんな年に
なのか、どんなことをしたら良いかお伝えい
たします。
①②共通
とき／ 2月11日（木・祝）10時～ 14時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
参加費／①2000円　②1000円
申込期限／ 2月28日（日）まで
問合せ・申込・電話／070-5605-6089（山内）

プリント写真をスッキリ整理！
　写真整理アドバイザーが相談会の講師を
担当します。古いアルバム写真でもスマホ
の写真でも大丈夫です。みなさん一人一人
に合わせた写真整理方法の紹介をいたしま
す。前日までに予約必要。
とき／①2月16日（火）10時～ 12時の間
で30分　②2月20日（土）13時～ 16時
の間で30分 ※日程変更の場合もあります
ところ／東雲会館（千歳市東雲町1-10）※
対面が不安な場合はテレビ電話などでも対
応可能
料金／ 500円（30分）
持ち物／筆記用具、マスク
問合せ・申込／写真整理とアルバムカフェ
の会
電話／ 080-6795-9994

「耳つぼジュエリーAzur×しのぱん
in結工房」コラボ企画
　5回目のコラボ企画です。耳つぼ施術で
肩こり・腰痛などの改善やリフトアップ等の
体験ができます！　また、どなたでも美味し
く焼けるパン講習もあります！　どちらも結
工房のお弁当付きです(耳つぼとパンの両
方またはどちらかの参加でも○)。詳細＆ご
予約はお電話またはご来店にて。

とき／ 2月17日（水）①パン講習 11時～ 
②耳つぼ 11時～ 14時（予約制）
ところ・問合せ・申込／民家カフェ「結工房」
（千歳市勇舞8丁目4-10）
電話／ 090-1381-3355（平本）

えにわ市民プラザ・アイルからのお
知らせ
①本と布バッグの展示
　木の葉の森の物語
とき／ 2月1日（月）～10日（水）
②チョークアートのワークショップ
　毎月新しいデザインを描きます。下絵が
あるので、ぬり絵感覚で楽しめます。
とき／ 2月8日（月）、20日（土）いずれも
10時30分～ 12時
参加費／ 1500円
③初めての鍼灸体験
　ひとり一人に合った、はりきゅう治療を行
います。自宅への訪問治療のご相談もお受
けします。
とき／ 2月10日（水）10時30分～ 14時
参加費／お問い合わせください。
持ち物／裾のまくりやすいズボン着用
定員／ 5人、申込順
④タロット占い
　自分の運命を知ることで、迷いや悩みを
解決する糸口が見つかることもあります。
新年度の運気などを占ってみましょう。
とき／ 2月10日（水）13時30分～ 15時
参加費／お問い合わせください。
⑤村井正人写真展
＊冬景色
　新作と冬にこだわり続けた1枚です。
とき／ 2月13日（土）～ 26日（金）、最終
日15時まで
⑥フットケア体験会
　爪切り、角質ケアなど時間内でケアします。
とき／ 2月15日（月）11時～ 15時
参加費／お問い合わせください。
持ち物／素足になれる服装でお越しください。
⑦パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
　しばらく身に着けていないものでもキレ
イにしてあげましょう。
とき／ 2月20日（土）13時～ 16時
参加費／ 100円
⑧行政書士無料相談
　相続・遺言作成、暮らしの中のお困りごと、
本作りの相談など。要申込（前日まで）。
とき／ 2月20日（土）、27日（土）いずれも
9時～12時
ところ／えにあす2階第7会議室（恵庭市
緑町2-1-1）
問合せ・電話／ 090-2873-4018
①～⑦共通
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル
電話／ 39-3355

乳がん経験者のためのヨガ
　無理のない範囲で少しづつ体をほぐし、
心にも優しい時間を過ごしましょう。インス
トラクターも乳がん経験者です。お気軽に
ご参加ください。
とき／ 2月10日（水）、2月20日（土）いず
れも10時30分～ 11時45分
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわのもり
（恵庭市大町1-5-7）
参加費／ 700円（初回体験無料）

持ち物／あればヨガマット（無料貸出あり）、
長めのタオル、飲み物
申込方法・定員／前日までに申込・各回定
員5人
問合せ・申込・電話／ 090-1641-6933（ヨ
シダ）

恵庭市島松公民館「親子ふれあい教室」
　ひなまつりケーキづくり
とき／ 2月20日（土）10時～ 12時
ところ／恵庭市島松公民館調理実習室
参加費／ケーキ1台800円（材料費）
対象・定員／小・中学生とその保護者（中
学生以上は子どもだけの参加可）・16人（定
員になり次第締切）
その他／マスク着用。新型コロナウイルス
感染症の拡大状況によっては、開催中止と
なる場合もあります。
申込方法・期間／島松公民館まで電話で申
込・2月18日（木）まで
問合せ・申込／恵庭市島松公民館（島松本
町3-12-20）
電話／ 36-7503

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第104回シネマサロン例会
　140年前、北海道を舞台に人斬りの伝説
男十兵衛が子ども・女・友のために再び剣
を抜く…。「許されざる者」（米国）の鑑賞。
入場無料、20人先着。※マスクの着用をお
願いします。
とき／ 2月20日（土）13時～
ところ／恵み野北会館（恵み野北5-8-2）
問合せ・電話／ 36-3158（山田）

COCOYOGAココヨガ
①子宮頸がん予防ワクチンについて
　中学生の時に接種したワクチンの副反応
で歩けない時間を過ごした体験をお話しし
ます。
とき／ 2月20日（土）18時15分～ 19時
15分
ところ／黄金ふれあいセンター C（黄金南
5-11-1）
参加費／ 1000円（一部を被害者の為のヨ
ガクラス開催にあてさせていただきます）
持ち物／ノート・筆記用具
定員／ 10人
②自分の障害と向き合う為に
　痙攣や失神をする可能性がある生活を7
年間過ごしました。私が工夫していることを
お話しします。
とき／ 3月27日（土）18時15分～ 19時
15分
ところ／黄金ふれあいセンター C（黄金南
5-11-1）
参加費／ 1000円（1部を被害者の為のヨ
ガクラス開催にあてさせていただきます）
持ち物／ノート・筆記用具
定員／ 10人
①②共通
予約・問合せ／ COCOYOGAココヨガ
電話／ 080-4047-6309

恵庭市体育協会からのお知らせ
＊免疫力アップ！健康体操
　運動でコロナ予防！ 誰でも・簡単に・す
ぐ出来る「免疫力アップ」の方法や運動をお
伝えします。
とき／ 3月2日（火）10時～ 11時

ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
対象・定員／どなたでも・15人（最少催行
人数8人）※応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 500円（保険料込み）
持ち物／運動できる服装、上靴、タオル、飲
み物、マスク、筆記用具
申込期間／2月1日（月）～14日（日）まで。
開催の有無、抽選結果は2月15日（月）13
時にホームページに掲載
申込方法／恵庭市体育協会ホームページ
内、特設申込みフォーム、総合体育館窓口
（9時～ 19時）、または電話（平日9時～
17時）
その他／詳しくは、ホームページをご確認く
ださい。新型コロナウイルス感染拡大の状
況によっては延期や中止もあることを予め
ご了承ください。
問合せ／ NPO法人恵庭市体育協会
電話／ 21-9900（平日9時～17時）
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次回の掲載は3月5日発行のちゃんと756号です。
お楽しみに!！
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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
恵庭市役所経済部商工労働課内

TEL：0123-33-3131（内線3334）  FAX：0123-33-3137
E-mail:eniwa-kisetsu@amail.plala.or.jp

お問い合わせ
お申込みは

恵庭市通年雇用促進協議会からのお知らせ

医療、介護、福祉サービス事業に特化した就職説明会を開催します。
〈 厚生労働省委託   令和2年度通年雇用促進支援事業〉

⚠

【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
【後　　援】 千歳公共職業安定所（ハローワーク千歳）

令和3年2月5日現在
順不同・敬称略

※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。
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医療法人社団ひこばえの会　恵庭みどりのクリニック
医療法人盟侑会　島松病院
社会医療法人恵和会　恵庭第一病院                

12 社会福祉法人 恵庭光風会　恵庭光と風の里ほか

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。
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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
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
医療法人北晨会　介護老人保健施設 恵み野ケアサポート
医療法人盟侑会　介護老人保健施設 アートライフ恵庭
社会福祉法人恵望会　特別養護老人ホーム 恵望園
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
有限会社セカンドライフ　グループホーム 北のくにから
株式会社橙果舎　グループホーム こもれびの家・めぐみの
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
HITOWA 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
株式会社サルド　サービス付き高齢者向け住宅 翡翠

介護サービス事業 障がい者福祉施設

医療機関 

入場料無料 履歴書不要 入退出自由

医療・介護・福祉事業合同企業就職説明会

検索えにわ通年雇用
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