
2022年1月14日（金）ちゃんと 2

ほのか'spoint★

材料（2人分）

☆豚こま切れ肉 …………100g
☆おから …………………150g
☆卵………………………… 1個
☆片栗粉 ……………… 大さじ3
☆パン粉 ……………… 大さじ1
☆マヨネーズ ………… 大さじ1
☆しょうがチューブ …… 小さじ1
☆にんにくチューブ …… 小さじ1
☆塩・こしょう ………………少々

①☆の材料をすべてボウルに入れ、よくこねながら混ぜる。
②  ①を丸めて、ナゲットのタネを成形する。
※真ん中を少しへこませると、火が通りやすい！
③ フライパンに油を熱し、②を並べて焼く。
④ 火が通ったら、お好みで盛り付ける。

作
り
方

老若男女食べやすい味です。おからはたんぱく質と食物
繊維が豊富！ 豚肉を加えてたんぱく質UP、ビタミンB1
（疲労回復効果あり）も摂取できます。ナゲットのタネ
（成形後）は、冷凍保存できますよ♪
中にチーズを入れても美味しいです。ねぎみそや梅マヨ、
カレーマヨのアレンジもお試しあれ！

美味監修

服部　ほのか
管理栄養士

『簡単で美味しく、栄養価の高い料理』 で複数のコン
テストにて受賞歴あり。カンタンに手に入る材料を
使った、減塩・高タンパクのレシピを開発しています。
千歳市社会福祉協議会「げんき茶屋」でも活躍中！

管理栄養士 ほのか
presents

か ん た ん♪

健康
こうけん

ごはん 第6回

材料費（1人分） 180円約

たんぱく質 ・・・・・ 17.1g
食塩相当量 ・・・・・ 1.0g
エネルギー ・・・・・361kcal
脂質 ・・・・・・・・ 20.5g
炭水化物 ・・・・・・・ 24.6g
食物繊維 ・・・・・・・7.8g

栄養価（1人分）

豚こまおから
ナゲット

揚げないのでカンタン！
塩分控えめ、たんぱく質たっぷり♪

油 ……………………… 大さじ1
ケチャップ（ソースとして） … 大さじ2
キャベツ・トマト・ブロッコリーなど（盛付用）
　 ………………………お好みで

　こんにちは、川上真生です。昔、うちの実
家に、おもちつき機がありました。なつかし
い思い出です。

おもち

恵庭市在住。1男 1女、
2 児のママ。2010 年に

小 説「青い世界」で日本文学館
出版大賞特別賞受賞。2011 年か
らマンガ執筆を始め、2018 年度
「第 3回北のまんが大賞」で特別
賞に入選。現在は、電子書籍の本
屋さんDopub（ドゥパブ）で「UNI
（ユニ）一輪車」を連載中。
http://dopub.jp/
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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

※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。

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。

①令和4年2月1日（火）～
　2月28日（月）のうち１6回実施
②令和4年3月1日（火）～
　3月31日（月）のうち１6回実施

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.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刈払機取扱者安全衛生教育　　　　　　　　　
⑪伐木等の業務修了者対象追加講習（大・小径木）
⑫フルハーネス型墜落制止用器具業務特別教育　
⑬ローラーの運転特別教育
⑭足場の組立等の業務特別教育　
⑮職長教育・安全衛生責任者教育
⑯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　　　　　　　　

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。

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

①

入場料無料
履歴書不要
入退出自由

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


