
2021年3月26日（金）ちゃんと 2

9月4日（土）、5日（日）、12日（日）、26日（日）、10月3日（日）、9日（土）
10月17日（日）、23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日）

事業者指定　福祉第4040号指令

実務者研修実務者研修
5月6日（木）～10月31日（日）

介護職員基礎研修（修了者） …………
…………
…………

…………
…………

20,000円
40,000円
60,000円
60,000円
80,000円

80,000円

詳細は資生会ホームページをご覧ください

〒066-0067 千歳市桂木1丁目5番6号
医療法人　資生会　介護福祉士養成実務者研修 係
Tel.0123-40-0700（担当：岩渕）

http://www.siseikai.or.jp

介護職員初任者研修（修了者）

ホームヘルパー 3級（修了者）

4月19日（月）
定員になり次第締め切ることがあります

（テキスト代、税込）

無資格者

ホームヘルパー 1級（修了者）

ホームヘルパー 2級（修了者）

20名定員期間

問合せ
申込

5月
開講

介 護 福 祉 士 養 成

面接授業(スクーリング）予定　各日9:00～17:00

申込
期限

先着順です
お早めに !!

通信課程
（6か月）
資格取得

図書館に
新しく入った
絵本より、

3冊をご紹介
いたします。

千
歳
市
立
図
書
館
（
指
定
管
理
者
　㈱ 

山
三
ふ
じ
や
）

なんでもない
鈴木のりたけ／作・絵　

アリス館

　カラスはみんなまっくろでつま
らなそう。カメはのろまでかわ
いそう…そんなの、なんでもな
い！　動物たちがユーモアたっぷ
りに自分を自慢してくれます。

エイドリアンはぜったいウソをついている
マーシー・キャンベル／文　 
コリーナ・ルーケン／絵　 

服部雄一郎／訳　岩波書店

　エイドリアンはいつもひとりで座って
いる。そしてクラスのみんなに言いふ
らすんだ。「うちには、馬がいるんだ
よ」って。そんなのウソに決まっている。
だけどママは「どうしてウソってわかる
の？」って言うんだ…。

おだんごねこさま
令丈ヒロ子／作　 

わたなべあや／絵　岩崎書店

　年寄り猫と、食べられずに干からび
てしまった三色だんご。このまま死に
たくない、妖怪になりたいと思ってい
たら、かみなりが直撃！すると、猫とだ
んごがくっついて妖怪になっちゃった！

360

TEL.0123-27-0911

サロンリニューアル記念!

■サックス：白井もえ／坂井亮介　ピアノ伴奏：大塚郁枝
■プログラム:炎（LiSA）／再会（LiSA×Uru）他
※予告なく変更となる場合がございます

サックスduo
ミニライブ！

リニューアルオープン

約80席の可動式でフレキシブルな発表会、吹奏楽、会議など
様々な用途にご活用いただけます。

地域の音楽団体様、企業様他、お気軽にお問い合わせください♪

5/1土 15:00より

千歳店サロン

20台完備
無料駐車場

千歳店サロン　会　場

45分程度を予定時　間

お一人様 500円（税込）
※当日お支払いください

参加費

先着40名限定先着40名限定 ／ 要事前予約定　員

ご来場のお客様にはマスク着用、消毒等のコロナ対策へご協力お願いいたします

4月上旬予定

千歳
支店エルム楽器

千歳市信濃3丁目18-10 ☎0123-24-7118　●駐車場 20台

恵庭駅前センター
恵庭市黄金中央2丁目1-7 恵友ビル2F

JR恵庭駅東口 徒歩2分
〈 無料P9台あり 〉

（火）10：30
詳しくは

お問い合わせください♪

（火）11：30
（木）10：00

詳しくはお問い合わせください♪

❶
❷
4/22（木） 14：40
4/24（土） 9：30

❶
❷
❸

4/17（土） 10：00
4/20（火） 15：00
4/23（金） 15：00

❶ 4/17（土） 11：00

4・5 歳児のための

ュニアスクール
基礎コース

小学生 から始める

3 歳児の
ための

2・3 歳児のための

1・2 歳児のための

イオン千歳センター
千歳市栄町6丁目51 
イオン千歳店2F

〈 無料P1000台以上あり 〉

❶
❷
4/8（木） 17：30
4/22（木） 17：30

❶
❷
❸
❹

3/26（金） 15：30
4/2（金） 15：30
4/5（月） 15：00
4/7（水） 16：00

❺
❻
❼
❽

4/11（日） 13：00
4/16（金） 15：30
4/19（月） 15：00
4/21（水） 16：00

❶
❷
❸

4/3（土） 11：00
4/6（火） 15：00
4/20（火） 15：00

❶
❷
4/16（金） 18：00
4/22（木） 14：30

❶ 4/21（水） 17：40

❶ 4/7(水) 10：00

❶ 4/7(水) 11：00

千歳センター
千歳市信濃3丁目18-10
みよしのぎょうざさん近く
〈 無料P20台あり 〉

（木）15:00
詳しくは

お問い合わせください♪

※無料体験レッスンは事前にご予約が必要になります。予告なく日程が変更となる場合もございます。 ※レッスン概要、各料金は別途コースごとのパンフレットなどをご確認ください。

2019.4.2生～2020.4.1生のお子様

打楽器で遊んだり絵本を開いたり
表現意欲の目を大切に育みます。

対象

2018.4.2生～2019.4.1生のお子様

歌やリズム遊びなど「音楽を通した
遊び」で自発的表現力を育みます。

対象

2017.4.2生～2018.4.1生のお子様

想像することが大好きな3歳。
イメージを広げながら音楽と触れ合
い豊かな表現力を育みます。

対象

2015.4.2生～2017.4.1生のお子様

《耳の力》が最も伸びるこの時期に
演奏表現のベースとなる音楽基礎力
（音感）を養います。

対象

小学1年生～3年生のお子様

「弾きたい」気持ちがはじめどき！
そんな願いを叶えるコースです。

対象

4・5月 開講
2 021 年

春の無料体験受付中!春の無料体験受付中!

子どもから大人まで楽しめる
○大人のピアノ 
○大人のエレクトーン
○アコースティックギター 
○キッズギター ○カホン
○ドラム ○キッズドラム 
○サックス ○フルート 
○トランペット
○ヴォイストレーニング 
○声楽 ○ヴァイオリン　

初心者・経験者までOK 18時以降の夜レッスン（会場・コースによる）体験時楽器無料貸出 カホン2ヶ月コース
子どもから大人まで楽しめる、ペルー発祥の打楽器
カホンで気軽にリズムに触れてみませんか？？

4～5月（全4回） 17:40／19:40／20:20時　間

18,150円（税込） 入会金免除受講料

4/12（月）・4/26（月）　5/10（月）・5/24（月）日にち 先着3名定　員

講　師 神田 直樹 

エルムミュージック
レッスン受付中！
※コースにより年齢制限がございます。詳細はお問い合わせください。

また無料体験教室は HP▶https://www.elm-t.co.jp/ からもお申込み可能です♪

サロンリニューアルに伴い、3月より
店舗来店と商品お求めは事前予約制へ変更になりました。
店舗関連は メール▶chitose@elm-t.co.jp 又は FAX.0123-27-1603 までお願いいたします。

YAMAHA エルム楽器 千歳支店は
新型コロナウイルス感染予防対策、

Instagram、Facebookも行っています!
今すぐ
チェック!

♪♪♪♪ ♪♪
♪♪


	02

