
2022年1月7日（金）ちゃんと 2

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

【実施日】 令和4年3月9日(水)～11日(金) 3日間とも 9：30～16：30
【場所】 恵庭市民会館 中会議室他　【講師】 総合資格研究会　目黒 良さん

※令和4年3月コースも実施が予定されています。
※講習はリモート形式によるものです。
　詳しくは事務局までお尋ねください。

介護タクシー、介護・福祉事業所の利用者等を
有料にて車で送迎するための技能資格です。

身体に障がいのある方の生活のクオリティーを
応援する技能資格です。（2日間講習）

ホームヘルパー２級に代わる介護資格です。

介護・福祉事業は高齢化社会のニーズに応えた成長産業です。

令和4年2月1日（火）～
令和4年2月28日（月）のうち１6回実施

①令和４年１月２０日（木）と１月２７日（木）
【時間】いずれも９：３０～１６：４０

①令和4年2月4日(金) 　②令和4年3月11日(金)
【時間】いずれも9：00～17：00

1.ボイラー技士関連講習
①ボイラー実技講習（3日間） 令和4年1月分は受付終了  
②２級ボイラー技士免許受験準備講習（１日間）

①危険物取扱者乙種四類試験準備講習
2.危険物取扱者乙種四類試験準備講習

1.建設機械運転技能講習・建設業安全衛生・特別教育

おもてなしのラッピング

1.ドローン活用セミナー

2.建設作業主任者技能講習

1.介護職員初任者研修

2.全身性障害者移動介護従業者講習

3.福祉有償運送運転者講習

①車両系建設機械（整地・掘削用）運転技能講習　
②フォークリフト運転技能講習　③玉掛け技能講習　
④小型移動式クレーン運転技能講習　
⑤高所作業車運転技能講習　
⑥車両系建設機械（解体用）運転技能講習　
⑦不整地運搬車運転技能講習　
⑧ショベルローダー等運転技能講習　
⑨ガス溶接技能講習　⑩アーク溶接特別教育　
⑪刈払機取扱者安全衛生教育　　　　　　　　　
⑫新伐木等の業務（チェーンソー）特別教育
⑬伐木等の業務修了者対象追加講習（大・小径木）
⑭フルハーネス型墜落制止用器具業務特別教育　
⑮ローラーの運転特別教育
⑯足場の組立等の業務特別教育　
⑰職長教育・安全衛生責任者教育
⑱振動工具に対する振動障害のための安全衛生教育

①地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
②足場組立等作業主任者技能講習　　　　　　　　
③はい作業主任者技能講習

２級土木施工管理の技術者養成を目的に、３日間だけの短期集中講座を行い
ます。土木の専門知識を学びたい方、国家試験の受験を目指している方は是
非ともご参加下さい。

⚠ 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、感染状況
如何では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。

【実施日】 令和4年2月5日(土)　【場所】 恵庭市民会館 中・大会議室　
【時間】 9:30～12:30　　　　 【後援】 千歳公共職業安定所（ハローワーク千歳）
募集職種／看護師、准看護師、看護助手、介護福祉士、介護職員、就労支援員、
　　　　　 その他業務職員

医療・介護・福祉サービス事業に特化した就職説明会です。
●入場料無料　●履歴書不要　●入退出自由

令和4年1月6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。
医療法人社団緩和ケアクリニック・恵庭
社会医療法人恵和会
医療法人盟侑会

 

 ・
社会福祉法人いちはつの会
医療法人社団慶心会
社会医療法人北晨会
医療法人盟侑会
社会福祉法人恵望会
社会福祉法人健美会
有限会社セカンドライフ
株式会社橙果舎

HITOWA ケアサービス株式会社
株式会社GAKUSAN

医療機関 

社会福祉法人 恵庭光風会
島松病院
恵庭第一病院
緩和ケアクリニック・恵庭                 

特別養護老人ホーム 恵庭ふくろうの園
介護付有料老人ホーム ラ・デュース恵み野
介護老人保健施設 恵み野ケアサポート
介護老人保健施設 アートライフ恵庭
特別養護老人ホーム 恵望園
地域密着型特別養護老人ホーム ふる里えにわ
グループホーム 北のくにから
グループホーム こもれびの家・めぐみの

介護付有料老人ホーム イリーゼ恵庭
小規模多機能施設・グループホーム のりこハウス

恵庭光と風の里ほか

法 人 事 業 所 名業 種

介護サービス事業

障がい者福祉施設

事 業 所 名

ギフトラッピング講習は小売業・サービス業で
お客様のお買い物を彩り、満足を提供する
ための技能講習です。

令和４年４月から改正される年金制度は厚生年金への加入や年金受給開始時
期、在職老齢年金の緩和など、老後の設計に大きな影響を与えかねません。
改正年金制度の内容を知って、賢い生活設計を行なうためのセミナーです。

ドローンの操縦に必要な関連法令や禁止事項、機材のメンテナンス方法や
業務効率に成功した事例をご紹介します。

【日時】令和4年1月24日(月) 13：00～14：40   
【場所】恵庭市民会館 大会議室
【講師】プランDO 代表 ファイナンシャルプランナー 須藤 臣さん

【実施日】令和4年2月14日(月)・15日(火) 2日間
【時間】9：30～12：15（若干の時間変更あり）   
【場所】 恵庭市民会館 大会議室他
【講師】ラッピングコーディネーター　越野 友貴子さん

年金制度を知って安全な老後を設計

2.ドローン操縦技能講習（基礎トレーニング）

【実施日】令和4年3月3日（木）13：30～15：30   
【場所】恵庭市民会館 視聴覚室
【講師】HELICAM㈱代表取締役　丹野 宏柄さん

【実施日】令和4年3月4日（金）10：00～16：00  
【場所】 福住屋内運動広場
【講師】HELICAM㈱スタッフ

操縦技能者の養成を目的にドローン操縦技能講習を実施します。ドローンに触
れたことのない初心者の方が対象です。女性の方も多数参加しています。

各セミナー・講習は電話での予約、または協議会ホームページの
お申し込みフォームからお申し込みを承ります。詳細もホーム
ページからご確認いただけます。

※

1建設関連技能講習 4季節労働者向け年金の基礎知識セミナー

5ギフトラッピング講習

6ドローン活用セミナー・操縦技能講習

2施設管理業務技能講習

8医療・介護・福祉事業合同企業就職説明会

32級土木施工管理技士講習

7介護・福祉関連資格取得講習

受付終了

恵庭市通年雇用促進協議会からのお知らせ

季節労働で働く皆さんの通年雇用化を支援します
検索えにわ通年雇用事業参加の対象となる季節労働者とは、令和2年度～3年度に雇用保険短期特例被保険者である（あった）方です。

※事業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。 ※技能講習の詳細や定員状況については協議会までお尋ね下さい。

〈 厚生労働省委託   令和3年度通年雇用促進支援事業〉
受講料
入場料 無料

安全で豊かな生活の為に
～ 建 設 業 の 役 割 ～

文／サンチェ（千歳市在住、男性、50歳）

　2022年もスタートとなりました。本年もどうぞよろしくお願いします。
前回までの掲載で、建設会社の現場責任者が行っている「施工管理」という
お仕事について一通り紹介させていただきました。イメージが大分変った
のではないでしょうか。今回からは、枠を企業単位から建設業という業種
に広げて、「土木」と「建築」その役割について紹介させていただきます。
　まず、「土木」の紹介です。道路、橋梁、河川、トンネル、ダム、公園等々、
単語を見ただけで、どんなものなのか大体イメージできると思います。簡
潔に説明すると、建築物以外の全ての構造物は「土木」であると理解してい
ただけたらそれで間違いはないと思います。上に書いた例は普段目にする
ものばかりですが、地中に埋まっている上下水道やガス管、光ファイバー
ケーブルなどを設置する作業も「土木」に含まれます。
　主に公共事業で行われる、これらの事業を総称して「インフラ整備」とも
言います。よくTVなどで聞く事がある単語ではないでしょうか。「インフ
ラ」というのは生活や産業の基盤の事で、これを整備するのが「インフラ整
備」です。そういった皆さまの生活に無くてはならないものを、より便利に
する為の工事を施工するのが土木工事の役割となります。インフラが整う
と、より多くの人がそれを利用する事になりますので、経済が発展する事
に繋がりますし、雇用も増える事で、結果としてそこに暮らす人々の豊か
さに繋がります。
　近年、地震や大雨被害などさまざまな災害が全国各地で発生しています
が、その災害対策工事や、発生した際の復旧
工事など、被災地の最前線で地域やそこに暮
らす住民の生活を守る為の措置をしたり、迅
速に復旧する事も土木工事の大事な使命とな
ります。
　引続き、来月のお話は「建築」となります。
よろしくお願いします。

第9回

あけましておめでとうございます。お正月はのんびりと過ごすことは、出来ましたでし

ょうか？　お正月と言えばお節料理にお雑煮やお汁粉など…色々ありますが、特に残

りがちなのが「お餅」。

餅としてそのまま使うのも美味しいですが、レンジで簡単にお餅からホワイトソースを

作ることが出来るんです。ちょっと形が変わることで、また違った餅料理を楽しむ事が

出来ますよ。体もほかほか温まる一品を召し上がれ。

レンジで簡単
とろーりお餅ソースの
グラタン

①  ブロッコリーを小房に分けて耐熱容器に入れ、水少々を加えてラップをし、600Wで1分
30秒加熱します。ソーセージは一口大に切ります。
②  耐熱容器に餅と牛乳大さじ4杯を入れて600Wで1分加熱して混ぜ、さらに牛乳大さじ4
杯を加えて600Wで1分加熱して混ぜたら（牛乳を少しずつ加えて餅を柔らかくします）、
最後に600Wで1分加熱してコンソメ、マヨネーズを加えて混ぜ余熱で溶かし、残り牛乳を
全て加えて混ぜてなめらかにします。
③  グラタン皿にブロッコリー、ソーセージ、お餅ソース、チーズ、オリーブオイルを順に乗せて
オーブントースターで焼き色が付くまで焼きます。

［作り方］

餅…………………………1個
牛乳………………… 300ml
コンソメキューブ………1個
マヨネーズ………大さじ1杯
オリーブオイル … 大さじ1杯
チーズ………………… 60g
ブロッコリー………… 80g
ウインナーソーセージ ……6本

［2人分］

千歳市在住。栄養士、栄養教
諭、健康管理士一般指導員の
ほか、美容薬学検定やパンコ
ンシェルジュ2級などを取得。
レシピの開発や提供、コラム執
筆など多岐にわたり活動中。

●エーライツ事務所に所属し食
べ顔インスタグラマーとしてグル
メリポートや簡単レシピをアップ
しています。

大友  加奈

＠kana.tabemasuInstagram

健康
・キレイに役に立つ

NAK A の

ちょこっと
レシピ

第38
回

｢とろーり温まる一品を ｣


