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千歳市
千歳市新型コロナウイルス感染症対応　
事業継続支援給付金
＊【締切間近】事業継続支援給付金の申請
期限は、4月30日(金)まで。
　千歳市では、新型コロナウイルス感染症
の拡大の影響により、大幅に売上高の減少
が生じている市内事業者に対し、事業継続
を支援することを目的として、『新型コロナ
ウイルス感染症対応　事業継続支援給付
金』の申請を受付しています。申請を希望
される方は、給付要件をご確認の上、4月
30日(金)までにご申請願います。
給付額／法人、個人事業者　一律20万円
給付要件／資本金が、3億円を超える事業
者でないこと。令和2年12月28日以前か
ら申請日まで継続して市内で事業を営んで
おり、受給後も引き続き市内で事業を継続
する意思があること。売上高が前年同月比
で50％以上減少していること
申請期限／令和3年4月30日（金）消印有効
申請方法／千歳市ホームページでご確認い
ただくか、下記担当までお問合せください。
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産業政策
担当）
電話／ 24-0116

ちとせスーパープレミアム付商品券
＊利用期間は4月30日（金）までです。
　「ちとせスーパープレミアム付商品券」の
利用期間は令和3年4月30日（金）までで
す。4月30日（金）を過ぎると利用できま
せんので、「商品券」をお持ちの方は必ず期
間内にご利用ください。なお、利用期間に
関わらず、一度購入した商品券は、払い戻し
や現金との引き換えが出来ませんのでご注
意ください。
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産業政策
担当）
電話／ 24-0116

ちとせ環境と緑の財団
＊第43回メモリアルツリープレゼント申込
募集
　慶事を迎えた千歳市民の皆さまに記念樹
（苗木や鉢物）を無料でプレゼントします。
受取方法や引換期間など詳細はお問合せく
ださい。
申込対象（千歳市民）／①出生：令和2年
4月2日～令和3年4月1日に生まれた方　

②入学：令和3年4月に学校教育法に定め
る学校に入学した方（幼稚園を除く）　③結
婚：令和2年4月1日～令和3年3月31日
に結婚した方（夫婦1組につき代表者1名
の応募）　④自宅購入：令和2年4月1日～
令和3年3月31日に市内で自宅を購入し
た方（1家族につき代表者1名の応募）　⑤
還暦：令和2年4月2日～令和3年4月1
日に満60歳を迎えた方
贈呈数／ 200本（申込先着順）
プレゼントする樹種／【苗木】サラサドウダ
ンツツジ、ジューンベリー、バラ、ブドウ、ブ
ルーベリー、ヤマボウシ【鉢物】キンカン、ド
ラセナ、パキラ
申込期限／4月15日（木）～4月30日（金）
必着
申込方法／往復はがき（1慶事につき1枚）
に、慶事者の氏名（ふりがな）、住所、電話
番号、慶事名、慶事が発生した年月日、希
望樹種（第1希望・第2希望）と、返信先を
記入して申込
問合せ・申込／公益財団法人ちとせ環境と
緑の財団（〒066-0047 千歳市本町3丁目
21番地）
電話／ 22-1117

第2回 ちとせ de コレクション
　外出の機会が減少する冬期間、市民の皆
さんが自宅で取り組んだ作品を展示します。
入場無料、申込不要。 
とき／ 4月21日（水）～ 24日（土）10時
～ 16時
ところ／千歳市民ギャラリー（千歳市千代
田町5丁目7-1）
問合せ／千歳市介護予防センター（千歳市
東雲町1丁目11　しあわせサポートセンタ
ー内 ）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

堀道子・品田信子二人展 
　パステル、木炭、鉛筆画を20点展示します。
とき／ 4月24日（土）まで　11時～ 17時
ところ／ギャラリー左岸（千歳市清水町4丁
目19-2 むつみ屋商店内）
参加費／無料
問合せ・電話／ 090-8372-5708（堀）

第30回会長杯開催
　日本パークゴルフ協会に基づく36ホー
ルストロークプレー。1位が同スコアの場合
はサドンデスプレーオフにて順位決定としま
す。使用ホールについては当日競技委員長
が選考するものとし、その他の順位はカウン
トバック方式で決定します。
対象／千歳市民
とき／ 4月29日（木）8時30分から受付　
※9時の開会式終了後に競技開始
ところ／千歳リバーサイドパークゴルフ場
（千歳市根志越19番地41）
参加費／協会会員1500円、一般1700円　
※ゲーム・商品代等含む。当日受付にて支
払い。
その他／グループ毎に表彰。優勝～第3
位、その他ラッキー賞、BB賞、参加賞有。
参加人数により増減有。
申込締切／ 4月23日（金）
問合せ・申込／千歳市パークゴルフ協会事
務局
電話／ 080-1883-0278（小林）

2級・3級リテールマーケティング
（販売士）養成講習会
　販売士は、全国の商工会議所が経済産業
省・中小企業庁の後援のもとに、昭和48
年から実施している我が国唯一の公的資格
制度です。講習会の受講資格など詳細は問
合せください。
とき／ 5月12日（水）～7月21日（水）
ところ／千歳商工技術センター（千歳商工
会議所）
講師／日本販売士協会 登録講師 佐藤冬樹
氏、ちとせ販売士会 専任講師
講習時間／ 25時間（必修時間15時間）
講習料／【2級】20000円（指定ハンドブ
ック・過去問題・模擬問題等含む）【3級】
15000円（指定ハンドブック・過去問題・
模擬問題等含む）
申込期限／ 4月23日（金）まで
特典／販売・経営管理科目の免除（予備試
験70点以上合格・講習会80％以上受講・
2回免除有効）
申込／千歳商工会議所 総務課
電話／ 23-2175
FAX／ 22-2122（氏名・フリガナ・生年月
日・住所・電話番号明記）
問合せ／ちとせ販売士会
電話／ 090-3776-1751（事務局 中村）
電話／ 090-9752-3571（田所会長）

令和3年度 要約筆記入門講座 受講生募集
　耳の聞こえが不自由な方に、その場の話
を文字にして伝える文字通訳「要約 筆記」
を学んでみませんか？
とき／ 5月28日（金）、6月4日（金）・5日
（土）・11日（金）・18日（金）・25日（金）、
7月2日（金）・9日（金）・10日（土）・16日
（金）・17日（土）・30日（金）、8月6日（金）・
7日（土）計14日間、金曜日 19時～ 20時
30分、土曜日 10時～ 15時（休憩含）
ところ／千歳市社会福祉協議会 会議室2・3
対象／市内在住の高校生以上の方
参加費／ 350円（ボランティア活動保険料）
定員／ 10人
持ち物／筆記用具、マスク着用、昼食持参
（土曜日）
申込期限／ 5月24日（月）
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会 地
域福祉課地域福祉係 要約筆記担当
電話／ 27-2525

恵庭市
基礎から学ぼう　パソコン教室
①初めてのパソコンコース木曜講座午後
とき／ 5月13日～ 7月15日までの木曜日
13時～ 15時
②ワード・エクセル入門コース水曜講座午前
とき／ 5月12日～ 7月14日までの水曜日
10時～ 12時
③ワード・エクセル入門コース水曜講座午後
とき／ 5月12日～ 7月14日までの水曜日
13時～ 15時
④ワード・エクセル入門コース木曜講座午前
とき／ 5月13日～ 7月15日までの木曜日
9時30分～ 11時30分
ところ／恵庭市島松公民館
参加費／各講座10回3500円（ワード・エ
クセル入門は別途テキスト代1100円）
定員／各講座10人
対象／ワード・エクセル入門は文字を支障
なく入力できる方
申込方法・期限／郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、希望講座（曜日・午
前午後）を明記し、郵便またはFAX（36-
1501）、4月22日（木）必着。定員を上回っ
た場合は抽選を行い、結果を通知します。
問合せ・申込／恵庭市島松公民館（〒061-
1353恵庭市島松本町3-12-20）
電話／ 36-7503

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第106回シネマサロン例会
　日本の姿と心を変えた東日本大震災。あ
れから10年…、復興の道はまだ遠しですが
震災直後、生と死のはざまに揺れた宮城県
釜石市の実態を描いた「遺体～明日への十
日間」鑑賞。入場無料、20人限定。※マス
クの着用をお願いします。
とき／ 4月17日（土）13時～
ところ／恵み野北町内会館（恵み野北5-8-2）
問合せ・電話／ 36-3158（山田）

はなふるでいずvol.1
＊春の花植えと散策会
　新たにオープンした公園「はなふる」で、
パンジーなどの植込みをしませんか? 植込
み後は春の「はなふる」を案内しながら一緒
に散策をします。花や庭についての話を聞
けるチャンスです。マスク着用の上、温かい
服装でお越しください。参加無料。
とき／4月24日（土）1回目10時～12時、
2回目13時30分～ 15時30分（雨天時翌
日順延）
ところ／花の拠点はなふるセンターハウス
（南島松828-3）
問合せ・申込／恵庭市役所花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

英語学習クラブ説明会・相談会のお
知らせ
　４月から新しくスタートします小・中学生
のための英語学習クラブ参加者を募集中で
す。自主的に学校教育に必要な実践的英語
力を指導致します（週2回程度、少人数の個
別指導）。英語を得意にしたい小学生、中学
生の皆さん一緒に学びましょう。参加無料。
とき／ 4月24日（土）10時～ 12時
持ち物／筆記用具、使っている教材あれば
教材
申込方法／ 4月23日（金）までにショートメ
ールか電話にて
申込期限・方法／ 4月8日（木）までにショ
ートメールか電話（10時～ 12時）
問合せ・申込／恵庭英語学習クラブ
電話／ 080-4728-0020（オカダ）

恵庭公園自然観察会
　「春の緑につつまれて」北海道自然観察協
議会主催、申込不要。
とき／ 5月8日（土）受付9時40分、10時
開始
集合場所／恵庭公園管理棟前
参加費／ 100円（保険料）
持ち物／特になし。あれば双眼鏡、図鑑、
筆記用具、ルーペなど
服装／動きやすく多少の風雨でも大丈夫な
もの
その他／小雨決行、マスク着用
問合せ／北海道自然観察協議会（久瀧）
電話／ 090-6442-7862

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①道民共済「移動説明会」
とき／ 4月16日（金）、22日（木）10時～
17時
ところ／ 1階センター広場
②杏ころCafe「クレープ販売」
日程：4月16日（金）、17日（土）10時～
17時
ところ／東側出入口前
③レインボーコットンキャンディ
とき／ 4月17日（土）、18日（日）10時～
18時
ところ／ 1階センター広場
④スタジオアリス「ふりホ 振袖展示会」
とき／ 4月17日（土）、18日（日）10時～
19時
ところ／ 2階スタジオアリス前
⑤旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 4月18日（日）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥ベビーカステラ販売
とき／ 4月20日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦インテリアわたなべ「オリジナルマット販
売」
とき／ 4月21日（水）、22日（木）10時～
17時（雨天中止）
ところ／東側出入口前
⑧スーパーアークス長都店「草太郎本舗 和
菓子販売」
とき／ 4月22日（木）～ 25日（日）10時
～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑨えいごであそぼっ！ ペッピーキッズクラブ
とき／ 4月22日（木）13 ～ 18時、23日
（金）10時～ 18時、24日（土）25日（日）
10時～ 17
ところ／ 1階センター広場
①～⑨共通

イベント告知やサークル仲間募集など、いろんな情報が盛りだくさん!

※催事が予告なく変更になっていたり、定員に達している事があります。ご確認のうえお出かけください。
※情報掲載には審査、抽選があります。掲載の可否についてのお問合せには一切回答できません。
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
※営利目的情報、Blog、HPアドレス、メールアドレスは原則として掲載しません。
※お電話での受付はしておりません。

掲載のご依頼はこちらから
0123-27-4911
chat@chanto.biz

https://chanto.biz/henshu/

【 F A X 】
【Eメール】

【掲載依頼書がダウンロードできます】

次回の申込締切は

掲載日の

9日前
までにお送り
ください！

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

4月21日（水）
4月30日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

帰命堂もみほぐしの店
－ きめいどう －

全身 サラッと

Twitterはこちら

翌日以降のご予約は
DMでも受付しています

営 9：00～20：00
休第2～5火曜日、第1水曜日
住恵庭市島松仲町1丁目10-3
店主  野口道弘

全身 しっかり

¥ 5,000
90分コース

オススメ

070-4796-5487

¥ 3,500
60分コース

全身 たっぷり

¥ 6,000
120分コース

税込 税込

税込

北海道千歳市みどり台北1-7-1

便利屋ドリキャメ便利屋ドリキャメ
●車庫の掃除 ●不用品回収（できない場合もあります） 
●軽トラ引っ越し（軽トラで運べる物なら） ●買い物代行 
●草刈り ●伐木 ●洗車代行 ●タイヤ交換 ●簡単な物
の修理 ●その他男手が必要なお仕事
まずはご相談ください！親切、丁寧にお見積もりいたします。
お問い合わせはTEL.080-1880-8918（東藤）まで

いずみ

とうどう

たけなか

千歳市みどり台北1-7-1

ハウスドゥ！

0120-972-605
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

あなたの家･不動産
買い取ります!

その場で
価格提示
致します!

北央商事

恵庭駅前店家・不動産
買取専門店

広告有効期限/
2021年4月30日

10:00
~17:00

080-1867-4607本物件のお問合せはこちら▶
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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

☎0144-38-8100会社代表
■土地建物 売買・賃貸・仲介

検索たいせつ総合サービス（株）

リフォーム内容

・外壁、屋根塗装  ・フローリング貼替 
・玄関ドア新品 ・トイレ新品 ・畳表替 
・ユニットバス（一坪）新品 ・建具新品  
・洗面化粧台新品 ・照明器具新品 
・壁掛ボイラー新品 ・クロス貼替 
・システムキッチン新品
●所在地（地番）/恵庭市白樺町2丁目1番77 
●交通/エコバス「白樺町1丁目」停徒歩2分 
●土地面積/185.16㎡（56,01坪） ●建物
面積/123.93㎡（37.48坪） ●建物構造/
木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階
建 ●間取り/4LDK ●築年月/昭和52年8月 
●建ぺい率/40％ ●容積率/60％ ●用途地
域/第1種低層住居専用地域 ●取引態様/売
主 ●学区/恵庭小学校、恵庭中学校
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販売価格

※売主の為、仲介料はいただきません
1,530 (税込)

万円

毎月均等支払額
支
払
例

35年返済 利率0.7％（3年固定）
頭金0円借入

円41,083

1,530万円

恵南柏木通
恵
庭
駅
通

セイコーマート

さくら公園

●

恵庭
公園

●恵庭市民
スケート場 ローソン

漁川

●

現地

仲介業者様紹介可能仲介業者様紹介可能


