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本社/苫小牧市新中野町2丁目2番4号たいせつビル本社

■北海道知事免許胆振（5）第858号 　■全日本不動産協会会員 検索たいせつ総合サービス（株）

☎0144-38-8100会社
代表

■土地建物 売買・賃貸・仲介

賃貸物件のお問合せは▶ 090-9515-2549

他にも多数物件がございます!入居者募集!!入居者募集!!入居者募集!!入居者募集!! 敷金・礼金ゼロ 即入居可 家賃1ヵ月分サービス

★各間取り図は手書きのため現況を優先します。
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3.8万円千歳市住吉5丁目12-13 3.3万円千歳市住吉4丁目12-21
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■ジェーハイツ千歳住吉3 駐車1台可1DK

4.5万円恵庭市和光町3丁目7-3 3.8万円恵庭市有明町4丁目10-5
■ジェーハイツ恵庭有明2 駐車1台可2LDK

とらちゃん&キジちゃん ふくちゃん
千歳市末広　きじとらさん 恵庭市黄金北　ふく母さん

ぐらちゃん

まめたちゃん＆あずきちゃん

恵庭市島松寿町　JURI さん

千歳市勇舞　bーちゃんさん

	 千歳市市民健康課	特定健診係　☎24-0177（直通）

千歳市からのお知らせ

問合せ

① 梅ヶ丘クリニック
梅ヶ丘1丁目4-1 ☎22-3755

② 長都内科クリニック
勇舞8丁目2-2 ☎23-7701

③ 尾谷内科
新富2丁目5-5 ☎24-5121

④ 千歳駅北クリニック
末広4丁目8-10-2 ☎27-8000

⑤ 千歳第一病院
東雲町1丁目11 ☎23-4111

⑥ 千歳豊友会病院
富丘1丁目618-6 ☎24-4191

⑦ はせがわ内科クリニック
北陽1丁目5-3 ☎23-1000

⑧ 北斗内科小児科
北斗6丁目1-1 ☎23-4320

⑨ 三上内科呼吸器科クリニック
東郊1丁目4-18東郊メディカルビル1F ☎40-0350

⑩ 北陽ファミリークリニック★
北陽6丁目1-7 ☎29-3388

⑪ 向陽台ファミリークリニック★
柏陽4丁目3-5 ☎48-5151

⑫ 緑町診療所★
緑町1丁目3-30めでるちとせ ☎29-3383

⑬ 古泉循環器内科クリニック★
千代田町3-5セントラルビル4F ☎40-0022

⑭ 北星病院★
清流5丁目1-1 ☎24-1121

千歳市国保特定健診（個別）のご案内
対 象	 千歳市国民健康保険にご加入の40～ 74歳の方
料 金	 	40 ～ 64歳：1000円　65～ 74歳：500円
有効期間	 令和3年3月31日（水）まで

★印の医療機関で受診する場合、眼底検査は別日程（保健センターまたは市内眼科）となります。詳細は医療機関でご案内します。

◎医療機関に直接お申し込みください（要事前予約）

3月31日まで

　ちゃんとをご覧の皆様、はじめまして。デイサービスひまわりの高梨
です。
　今回は通所介護（デイサービス）をご紹介します。
　通所介護はデイサービスとも呼ばれています。要介護・要支援認定を
受けた方が、在宅での生活を続けていけるように、身体機能の維持・向
上を目指した機能訓練、他者との交流を通した社会的孤独感の解消や認
知症予防、食事、入浴、排泄などの介護、レクリエーションなどを行う送
迎付きの日帰り介護サービスです。また、ご家族様の介護量負担軽減の
役割も担っています。
　千歳市内には23の通所介護事業所があります。うち12事業所は地域
密着型、2事業所は認知症対応型となっています。
【地域密着型通所介護】定員18人以下
　「小規模デイ」とも呼ばれ、利用定員が少ないため個別ケアを充実させ
る、顔なじみの行き届いたケアができるなどのメリットがあります。原
則として、住民票登録している市町村の事業所でないと通うことができ
ませんが、状況によっては市町村にて確認後、他の地域の事業所を利用
できる場合もあります。

【認知症対応型通所介護】
　「認知症デイ」とも呼ばれる認知症専門の通所介護です。職員は認知
症についての研修や知識を持ち、認知症の方に適した運動やレクリエー
ションを通して認知機能の維持・回復を目指します。
　まだ施設に入るのは早い気がするけど、ずっと在宅で過ごすには不安
や寂しさがあるし１人では外出が難しい。でも家族に迷惑を掛けたくな
いと考えている高齢の方はたくさんいらっしゃいます。
　外出レクリエーションでお花見や公園散策、買い物に出掛けたり、花
壇の手入れや畑仕事をしたりと外に出る機会も多くあります。近隣の方
たちと一緒にボランティアの演芸を楽しんだり、バーベキューやお餅つ
きをすることもあります。それぞれ活動内容には特色がありますので、
担当ケアマネジャーと相談して、複数の事業所で見学や体験利用をして
利用する方に合った事業所を探してみることをおすすめします。

通所介護（デイサービス）について第44回

有限会社ナイスケア　デイサービスひまわり
統括施設長　高梨　清美

介介 医医護 の現場から
シニアライフサポートシニアライフサポート

、 療
ちとせの介護医療連携の会

恵庭中古戸建て•中古マンションご紹介

ハウスドゥ！
℡ 0120-972-605 FAX 0123-21-9022
恵庭市緑町2丁目3-4　[営業時間]9:00～18:00　[定休日]土・日・祝日株式会社 北央商事　代表取締役　行澤 勇

北海道知事石狩（Ⅰ）第8882号　　宅地建物取引士　白井信春　石狩2116号

恵庭市漁町

広告有効期限/2021年2月28日

●所在地/恵庭市漁町60 ●交通/JR千歳線「恵庭」駅徒歩15分 ●専有面積/65.61
㎡(19.84坪)、バルコニー南東向10,73㎡ ●築年月/1992年10月 ●用途地域/商
業 ●管理費/10,270円/月 ●修繕費/7,880円/月  ●現況/空 ●引渡/即時 ●建ぺ
い率/80％ ●容積率/400％ ●学区/恵庭小学校(徒歩8分)､恵庭中学校(徒歩15分) 

共通
項目

1F

2F
恵庭市

駒場町1丁目
中古住宅

販売価格

※図面と現況に相違がある場合は
　現況を優先とします。

※図面と現況に相違がある場合は
　現況を優先とします。

■2020年11月にリフォーム完了
■便利な車庫付き♪
■売主につき仲介手数料不要！

1,670万円

●所在地/恵庭市駒場町1丁目12-6 ●交通/JR千歳線「恵庭」駅徒歩16分 ●土地面積
/263.91㎡(79.83坪) ●建物面積/延べ114.27㎡(34.56坪) ●間取り/4LDK ●構造/木造
亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ●築年月/1974年10月 ●地目/宅地 ●用途地域/1種低層 ●都市
計画/市街化区域 ●現況/空 ●引渡/即時 ●建ぺい率/40％ ●容積率/60％ ●道路/南東側
公道約8.0mに間口約14.48m接する ●設備/システムキッチン、シャンプードレッサー、バ
ス1坪以上、床暖房、バリアフリー、モニタ付インターホン、上下水道、プロパンガス（個別）、
室内洗濯機設置可 ●学区/和光小学校(徒歩14分)､恵庭中学校(徒歩25分) ●取引態様/売主

4LDK

(税込)

販売価格

1,170万円
(税込)

コートドエル
恵庭
803号室

販売価格

980
●間取り/3LDK ●駐車場/近隣確保6,000円/月 ●
構造/RC9階建(8階部分) ●設備/システムキッチ
ン、エレベーター、上下水道、プロパンガス（集中）、駐
輪場、ペット相談 ●取引態様/売主

3LDK

万円

(

税
込)

■2020年11月末リフォーム完了
■南東向きバルコニーで日当り良好♪
■ペット飼育相談可　

※図面と現況に相違がある場合は
　現況を優先とします。

コートドエル
恵庭
305号室

●間取り/3LDK ●駐車場/近隣確保6,000円/月 ●
構造/RC9階建(3階部分) ●設備/システムキッチン、
エレベーター、上下水道、プロパンガス（集中）、駐輪
場、ペット相談 ●取引態様/売主

3LDK

恵庭駅前店家•不動産買取専門店

TEL/0123-27-3555  千歳市末広3丁目7-4  営業時間/17：00-24：30（LO.23：50）

 『店内に入らなくても』商品をお車までお持ちします!

20%20%20%20%
月
〜
木
曜

※事前に右記よりご注文ください。各店舗の駐車場到着時にお電話いただ
ければ、ご注文の品をお客様のお車までお持ちするというサービスです。

ドライブスルーTAKE OUTも承ります!！ドライブスルーTAKE OUTも承ります!！

テイクアウトで
毎日お得！！
テイクアウトで
毎日お得！！

やきとり工場
居酒屋 ◆ちとせスーパープレミアム付商品券

◆GoToEat お食事券ご利用いただけます!千歳店
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