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2022 年 1 月 14 日（金）

ミス・バレンタインの

今週の星占い

ちゃんと

1 月 14 日〜 1 月 20 日
ラッキーワード
ラッキーカラー

多様 な 文化 生きる 代
と

恵庭市企画振興部 企画課

杉本 要

北見市出身。国際協力機構からの派遣で恵庭市役所に勤務。現在まで中南米

家や家族に目を向けること
で良いことがあります。新
しい家具を取り入れたり、
部屋を春色に模様替えする
と運気がアップします！
インテリア・雑貨
パステルオレンジ

これまで関心のなかった分
野での学びや発見がありそ
うです。新しいことを学ん
だり、資格や技術を身につ
けることをおすすめします。
習い事・資格
アップルグリーン

カリブ地域(ボリビア、キューバ、グアテマラ、ホンジュラス)で国際協力事業に

欲しか っ た 物 が 手 に 入 る
チャンスがありそうです。
大切な物を受け取ったり、
予想していなかった臨時収
入の予感があります。

従事。数回に分けてコラムを書かせていただきます。宜しくお願いします。

第八回

多文化共生の社会に向けた試み

フェリス・アーニョ・ヌエボ（Feliz Año Nuevo）※1 ！ 皆様はどのように

くじ・懸賞
赤

新年を迎えられましたか ？ 中南米地域では、新年を迎えた際に12 粒のブド
ウを食べる習慣があります。1秒につき1粒食べ、一つのお願いをします。
「一
秒毎に」となると、口に入れるだけでも大変ですが、願い事を12 個考えるのは

助け合える良い協力者に恵ま
れます。あなたの長所を発揮
して認められる出来事がありま
す。恋愛では、意中の人と急
接近するチャンスがありそう！
花束
さくら色

健康に目を向けることが求
められています。無理せず自
分自身を労ることを心がけ
ましょう。過去の傷を修復す
る出来事がありそうです。
懐かしい場所
レトログリーン

人との交流を通して喜びを
得られる時です。レジャー
などで元気になれます。異
業種の人との交流の輪が広
がります。
異業種の友人・仲間
小豆色

もっと大変です（私は 3 つ、4 つで止まってしまいました）
。またスーツケースと
一緒に家の周辺をグルグルと歩く人も多くいます。スーツケースというのは旅
行を意味しており、旅行が出来るような良い一年を願う意味合いがあります。ま
だまだ世界中で興味深い習慣があるのだろうと想像するとワクワクしますね ！
さて、恵庭市では平成 31（令和元）年から、外国人が多い地域の町内会、市
民団体、外国人人材を活用している企業、教育機関等において「多文化共生の
まちづくり連絡協議会」を設置し、世界各国から訪れる人にも暮らしやすい
多文化共生のまちづくりを推進しています。まだ歴史も浅く、そしてコロナ

家族のことや住居での変化
がありそうです。新生活の
ため に 必 要 な 物 を 揃 え た
り、新しいことを始めると
運気がアップします。
ホームセンター
ブラウン

未来に目を向けることで希
望や夢が膨らみます。すぐ
には行けなくても旅の計画
をしたり、海外の文化を学
ぶと良いことがあります。
旅・海外の文化
オーシャンブルー

美しいもの、感動できるも
のに積極的に触れてくださ
い。目に見えないスピリチュ
アルなものから助けられた
り、気づきを得られます。
神聖な場所・祈り
クリスタル

禍の影響もあり、十分な活動ができている状況ではありませんが、今後は本
協議会を通じて情報共有や連携が深まり、日本人も外国人も暮らしやすい恵
庭市に繋がっていくものと思っています。
本協議会では文化の違いで困ったことや、どのように共生していけばよい
か等の意見交換が行われています。また警察や出入国在留管理局職員による
出張講座も実施し、外国人の居住状況や出入国情報等についての最新情報を
共有していただいています。
今年の11月に実施した連絡協議会で
は、
「以前、外国人が参加した町内会のお

身近な人との関係性を深め
たり、見直すチャンスがあ
ります。互いに譲り合うこと
で良い関係を築けます。契
約事のチャンスがありそう。
契約・調停
クリーム色

少し立ち止まって自分の心
や体を見直すことが求めら
れています。健康面で不調
を感じたら、早めの休養や
治療が必要です。
健康診断
ラベンダー色

愛情運に恵まれます。人と
の交流や遊びの中で、良い
出合いがありそうです。あ
なたの魅力や才能を発揮で
きる時です。
レジャー施設・映画
虹色

祭りは大いに賑わった！」
というエピソー
ドをお聞きしました。今年は、外国人も日
本人も楽しめるイベントができる一年に
なればと心から願っています。
※1：スペイン語で「あけましておめでとう」

第二弾！

■多文化共生のまちづくり連絡協議会の様子

市内・支笏湖のホテル・旅館・簡易宿所32施設がご用意する
１泊お一人様7,000円以上(税込)の「ちとせ割」宿泊プラン
でご宿泊すると、お一人様につき１泊5,000円の割引が適用
されます。市内の飲食・タクシーでご利用可能な2,000円分
のクーポンがセットになったお得な「ちとせ割」
！この冬、千歳
に泊まってお得に遊びつくそう！

がお 得！
今
ら
な
る
ま
泊
に
千 歳・支 笏 湖

ちとせ割参加宿泊施設

ホテルかめや

■市街地

ご好評につき

千歳・支笏湖に泊まってお得に千歳の冬を楽しもう！

追加
販売

ADAMAS 千歳 A・B・C

ホテルクラッセステイ千歳

エアターミナルホテル

ホテルグランテラス千歳

ANA クラウンプラザホテル千歳

ホテルリブマックス BUDGET 千歳

LY INN CHITOSE AIRPORT

ホテルルートイン千歳駅前

クィーンズホテル千歳

ポルトムインターナショナル北海道

THE HOUSE CHITOSE STATION1・２
JR イン千歳

●適用期間：1月21日
（金）
チェックイン〜4月25日
（月）
チェックアウト分まで ※各施設上限に達し次第終了
●飲食クーポン：市内の登録店舗・タクシー事業者にて利用可能。

ロテルドコーポ千代田 2Ｂ
■支笏湖

千歳エアポートホテル

雨ノ日と夕やけ

千歳ステーションホテル

休暇村支笏湖

千歳第一ホテル

ゲストハウス

トイロンズホテル千歳

支笏湖第一寶亭留・翠山亭

ピエス S1

しこつ湖鶴雅別荘

ビジネスホテルホーリン

しこつ湖鶴雅ﾘｿﾞｰﾄｽﾊﾟ水の謌

ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳

丸駒温泉旅館

ホテルウィングインターナショナル千歳

レイクサイドヴィラ翠明閣

ホテルエリアワン千歳

LOG BEAR

ご利用方法

1 月 14 日 (金) から順次参加宿泊施設にて 予約開始！
１月 21 日 (金) のご宿泊から ご利用 いただけます！

※五十音順

ちとせ割対象プランを
宿泊施設へ予約

シコツカムイ
碧の座

ご利用方法

ちとせ割対象施設に
宿泊

チェックイン時に
クーポン券を受け取る

クーポン券はチェック
アウト日まで有効

「ちとせ割」特設HP

やむを得ず本事業を中止する場合があります。
（例：千歳市や宿泊者の居住地が、新型コロナウイルス感染症により地域の往
★注意事項 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
来の抑制及び外出の自粛等の発令があった場合など）また、予算上限に達し次第終了しますので、
お出かけの際はご注意ください。

https://chitose-style.jp

千歳・支笏湖のイベントも見逃せない！
！「ちとせ割」
で泊まって楽しもう！
「2022千歳・支笏湖氷濤まつり 〜氷の美術館〜」

1/29（土）
〜2/23
（水・祝）10:00〜20:00 ★ライトアップ16:30〜
入場料：高校生以上500円/中学生以下無料
会
主

場：千歳市支笏湖温泉

催：支笏湖まつり実行委員会

TEL.0123-23-8288

https://hyoutou-special.asia

千歳・支笏湖氷濤まつりとのコラボ会場としてオープン

冬のレジャーランド“ノース・スノーランドin千歳”
1/4（火）
〜3/6（日）9:00〜16:00（15:30受付終了）
入場料：12歳以上500円/6〜11歳300円/5歳以下無料
チューブスライダー・雪体験コーナー無料
その他各種体験には別途料金がかかります。
会 場：千歳市蘭越26番地
主 催：セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社
TEL.0123-27-2121

https://www.northsnowland.com

お問い合わせ／「ちとせ割」事務局

TEL:0123-23-7788（平日9:00〜17:00

定休日：土・日曜・祝日）

