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一人ひとりが「自分らしく輝ける」場所が持てるようにサポートいたしま

す。「一般就労を目指したい」「無理のないぺースで働きたい」等その方

にあった作業内容を一緒に考えながらチャレンジ出来る環境を整えて

います。趣味的活動や余暇活動なども一緒に楽しみ、居心地のよい

ほっとするような事業所を目指しています。

体験、見学など随時行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。（要事前連絡）

当事業所は eコマース（インターネット販売等）を中心に
就労者の皆さんの自立を支援していきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
へのご協力をお願いいたします。感染症対策実施中

株式会社マグナクルー ジョブタス 千歳勇舞事業所

利用者募集中!!利用者募集中!!利用者募集中!!利用者募集中!!
オープンしました。

担当／長谷川

千歳市勇舞6丁目7-2

■受付時間 月～金 9:00～17:00（土・日・祝休み）
TEL.0123-29-4980
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無料送迎あり 給食提供あり

ところ／ 1階センター広場
④ベビーカステラ販売
とき／ 6月22日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤道民共済「移動相談会」
とき／ 6月23（水）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／道民共済
電話／ 011-611-2456
⑥えいごであそぼう！ペッピーキッズ
クラブ
とき／ 6月24日（木）13時～18時、
25日（金）、28日（月）10時～18時
26日（土）、27日（日）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ペッピーキッズクラブ札幌
事務局
電話／ 0120-200-375
①～④共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

スポーツ＆カルチャー
営利目的の教室・体験イベント情報は原則掲載できません。
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。

マインドフルネス瞑想ワークシ
ョップ＠大和公園
＊千歳川沿いの小さな公園で瞑想ワ
ークショップ
　千歳川のほとり、千歳市大和公園
で瞑想します。朝のお散歩のついで
に、ランニングの前にご参加くださ
い。瞑想初心者がいつでも参加でき
るように、導入前の予備知識と準備
体操も伝授します。いつもの呼吸を
ていねいに行ない、鳥の声・揺れる
木の葉の擦れる音・千歳川の音を聞
いて、自分自身と自然のつながりを感
じるひとときを体験できます。参加有
料、人数制限のため要事前予約。
とき／ 6月19日（土）、26日（土）8
時～9時
ところ／大和公園（千歳市大和1丁
目7-6）
参加費／ 500円（現地で現金払いの
み受付）
持ち物／レジャーシート、クッション 
※地面に座ることに抵抗がある方は、
キャンプ用のイスでもOKです。日
焼け・虫刺され対策はご自身でご用
意ください。
問合せ・申込・電話／ 090-1709-
6607（瞑想ヨガティーチャー　つぼ
たゆうき）

流木オブジェ展示会
　支笏湖畔に流れ着いた流木をアー
ト作品として創り上げました。木々の
声が届きましたら幸いです。写真展
同時開催。入場無料。展示品の販売
もあります。
とき／ 6月19日（土）～26日（土）
11時～ 17時 ※日曜定休

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／090-3393-6217（い
とう）

はじめてのレジンアクセサリ
ー作り
　参加者にはマスクチャームをプレ
ゼント！　マスク着用をお願いしま
す。詳細はお問い合わせください。
とき／ 6月25日（金）、27日（日）9
時～ 12時20分の間で1時間（各回
2人ずつの予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11 
参加費／ 2500円（1人4個分）
問合せ・申込／下記番号までお電話
ください。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

おひさまyoga
①ママのためのヒーリングヨガ～オ
ンライン開催
　毎日家族のために心を配るママだ
からこそ、自分を癒す時間を。簡単な
ヨガの動きと深い呼吸でリラックス。
小さなお子さんがそばにいても大丈
夫です。保育士歴約30年の講師が、
子育てのコツもお伝えします♪
とき／ 6月25日（金）10時30分～
11時45分
②保育職の方のためのヨガ～オンラ
イン開催
　元気いっぱい子供たちのために頑
張っている、先生たちのためのヨガ
です。疲れやすい腰肩回りをほぐし、
呼吸法で心を穏やかにします。簡単
な動きですので、初めての方もお気
軽にご参加ください♪
とき／ 6月26日（土）19時00分～
20時15分
①②共通
ところ／オンライン（Zoom）にて開催
参加費／ 1000円
その他／ Zoomが初めての方には
事前にテストタイムを設けます。お
気軽にお問い合わせください。
問合せ・申込／おひさまyoga
電話／ 090-9753-7929（緒方）

3級リテールマーケティング（販
売士）養成講習会（夏季特別）
　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です。講習会
の受講資格など詳細は問合せくださ
い。なお、緊急事態宣言等により中
止となる場合があります。
講習日／ 7月28日（水）～ 8月18
日（水）
ところ／千歳商工技術センター（千
歳商工会議所）
対象／学生（高校生・専門学校生・
大学生）、求職中の一般の方（応相談）
講習時間／20時間（必修時間15時間）
講習料／ 5000円（指定テキスト・
過去問題・模擬問題等含む）
申込期限／ 7月9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）、日本商工会議所より認定
証発行
検定試験／Web申込ページから受
験日時と試験会場を各自で予約の
上、会場PCを使用して実施（有料）。
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／ 090-9752-3571（田所）

訂正とお詫び
　ちゃんと 6 月 11 日号 5 ページ
のちゃんとかわら版恵庭「えにわ若
者応援プロジェクト」の問合せ電話
番号が間違っていました。正しくは
「電話 29-6031」でした。ご迷惑を
おかけしましたことをお詫びし訂正
いたします。
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次回の掲載は7月16日発行のちゃんと775号です。
お楽しみに!！

千歳高校漫画研究部 第 63回

by ムメルニー「転校生’s」

ちゃんと☆
　　マンガ部
ちゃんと☆
　　マンガ部
ちゃんと☆
　　マンガ部

厚生労働省委託事業　令和3年度高齢者活躍人材確保育成事業

のごあんない

7 1
14:00-15:30シニア応援セミナーシニア応援セミナーシニア応援セミナーシニア応援セミナー

脳を活性化して認知症予防と健康づくり! 取組実例講座

生涯現役を目指す60歳以上の方のためのセミナーです！

北海道シルバー人材センター連合会 札幌市中央区北4条西６丁目1番地 毎日札幌会館6階
TEL.011-223-2711　FAX.011-223-2722公益社団法人

令
和
３
年 月 日㊍

令和3年6月30日㊌ 16:00まで〈申込締切〉

千歳市民文化センター（北ガス文化センター）〈開催場所〉
千歳市北栄2丁目2番11号　3階視聴覚室

どちらにも該当の方〈対　　象〉

（令和4年3月31日までに60歳になる方を含む）
❶千歳市に居住する60歳以上の方

❷臨時的、短期的または短時間での
　軽易な就業を希望される方

先着20名様!〈定　　員〉 ※定員になり次第終了

〈講　　師〉北海道作業療法士会　作業療法士　佐藤 和彦 氏

〈申込方法〉下記のどちらかでお申し込みください。
また、当日はマスクの持参・着用をお願いいたします。
電話受付（千歳市シルバー人材センター）

千歳市本町3丁目11番地

TEL.0123-26-2277
千歳市シルバー人材センターでの受付

※定員に満たない場合のみ、当日会場でも受付いたします。

セミナー　14：10-15：10

人は作業することで
元気になれる
～ 農福連携の取り組みから見えること ～

シルバー人材センター
のご案内
～ あなたの力を社会に活かそう! ～

第1部 第2部 説明会　15：10-15：30

参加無料 参加無料

※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）
　2,500円（税抜）以上のお客様に限り
※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）
　2,500円（税抜）以上のお客様に限り

ララカード
会員様限定

プリカ会員様限定

6 19 20/

6 20/

6 22/

ト
ン
イ
ポ

ト
ン
イ
ポ1010
レジ
にて

全額ララプリカでお支払いの方

各メーカーのララポイントプレゼントの対象額は、割引
後の金額（税抜）となります。予めご了承ください。現金、
ギフトカードなどとララプリカの併用払いは対象外で
す。※タバコ、お酒、書籍、商品券などは割引対象外です。

本体1,490円（税込1,639円）
以上の品レジにて3割引3割引ク

ン
ポ
ク

ン
ポ

長都店千歳市勇舞
8丁目1-1

ラルズ カジュアル衣料&寝具

TEL.0123-23-7021

TEL.0123-33-1122

通常営業時間／あさ10:00～よる8:00

恵庭店恵庭市本町
210

2階 衣料コーナー
通常営業時間／あさ10:00～よる8:00

※6/20（日）のみ　あさ9:00～よる8:00

倍倍

55 %引%引

セールセール

長都店 恵庭店ビッグ
ハウス

6/18 ～22
スーパー
アークス 2店舗同時企画
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１点限り
お一人様
１点限り

★ビッグハウス恵庭店衣料、ラルズ衣料長都店でのみご利用いただけます。 ★他の割引企画との
併用はできません。  ★Webサイトからプリントアウトしたクーポン券はご利用できません。 

無料ラッピング
サービス承り中!

今ついている
本体価格より

今ついている
本体価格より

本体価格より

父の日プレゼント ま
で

メンズ・レディース グンゼ

※本体1,300円
　（税込1,430円）以上の品

クールマジック肌着
各種

限定
レディース グンゼ

【日本製】キレイラボ
ゆったリラ肌着各種

父の日 好適品父の日 好適品

33割引割引レジにて

今ついている
本体価格より

3割引て
に
ジ
レ

が
グ
タ
の
こ

。
す
で
印
目

が
グ
タ
の
こ

。
す
で
印
目

が
グ
タ
の
こ

。
す
で
印
目

が
グ
タ
の
こ

。
す
で
印
目

※本体1,800円（税込1,980円）以上の品

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
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
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