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2022 年 1 月 21 日（金）

ちゃんと
千代田町リハビリセンター
作業療法士 藤本

テーマ

意欲のある方を応援！
体力低下等を感じたら…３か月集中トレーニング！

侑也

知っていますか？ロコモティブシンドロームのお話（その 3）

短期集中予防サービス

『ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ、和名：運動器症候群）』
ロコモとは、運動機能の低下や筋肉・骨・関節といった運動器の病気のために、
起立・着座・歩行・階段昇降など移動に関わる機能の低下をきたした状態をいいます。
今回はシリーズ最後として、ロコモを予防するため、足腰を強化する運動を紹介
させていただきます。

内容は？
・一人ひとりの健康状態に合わせて、運動に関する内容を基本に、栄養や口腔
に関する指導も含めた複合的なプログラムを実施します。

◆ スクワット：
（10回程度、
1日3セット）

・３か月間、週１回（全 12 回）、恵庭市が委託する事業所に通い、専門職が実施
するプログラムに参加します。

ポイント

・終了後は、ご家庭や地域で取組を継続し、自立した生活を目指します。

1 足を肩幅に広げて立ちます。

参加するには？

送迎のある事業所もあります！

参加無料

・まずは、恵庭市介護福祉課 または 地域包括支援センター（たよれーる）に
ご相談ください！
・地域包括支援センターの担当者が、身体や生活の状況をお伺いし、

お尻を後ろに引くように、
2〜3秒間かけてゆっくりと
2
膝を曲げたあと、
ゆっくりと
元に戻ります。

利用に必要な計画書（ケアプラン）を作成します。

対象者・・・次のいずれかに該当する方
６５歳以上で、介護予防の取組が必要と判断された方

◆ 片足立ち：
（30秒〜1分程度、
1日3セット）

（基本チェックリストというアンケートの回答結果から判断します）
要支援１・２の方

़ʍɼʠɁʙɿʛʇɁȧɥɢ

ポイント

健康づくりの情報発信中！

姿勢はまっすぐに保ちます。足が床につかな
い程度にあげます。
1
転倒しないよう、何かにつかまりながら行い
ましょう。

えにわ百歳生活のコツ

恵庭市役所介護福祉課

ロコモは、早期から予防することが大切です。その
為には、息が弾み汗をかく程度の運動を
30分以上、週２回行うことが望ましいと
されております。今回紹介した運動以外
にも体を動かすことが大切です。運動を
習慣にして、健康寿命を伸ばしましょう。

キューちゃんの

1 月 21 日は「ライバルが手を結ぶ日」

今日は何の日？
令和3年度 季節労働者向け人材育成事業

☎ 0123-33-3131（内線 1209）

1866（慶応 2）年のこの日、犬猿の仲とさ
れていた長州の木戸孝允、薩摩の西郷隆盛
らが土佐の坂本竜馬らの仲介で京都で会見
し、倒幕の為に薩長同盟（薩長連合）を結ん
だんだって。

厚生労働省委託事業

千歳市在住の季節労働者の方の通年雇用勤務を応援します。

受講
無料

離職期間を充実させよう!!

建設機械運転技能講習
講習時間／教習所が定める日程・時間

車両系建設機械（整地等）
車両系建設機械（解体用）
フォークリフト
小型移動式クレーン
玉掛け
高所作業車
不整地運搬車
ショベルローダー等
ガス溶接
講習 コマツ教習所株式会社 北海道センタ
会場 北広島市大曲工業団地1-6 ☎
（011）
377-3866

パソコン講習

講習時間／9:00〜21:00まで

《1日1レッスン 60分》

①パソコン基本操作
②Word基礎（文書作成）
③Excel基礎（作表・計算）
④パワーポイント基礎（プレゼンテーション）
⑤アクセス基礎（データベース）
⑥Webサイト作成基礎（ホームページビルダー）
⑦パソコン基本操作＋Word基礎
⑧Word基礎＋Excel基礎
⑨Word実践スキルアップ
⑩Excel実践スキルアップ
⑪パソコン検定資格取得対策
（0123）
26-7527
講習 K&Cパソコン教室 ☎
会場 千歳市北栄1丁目19-13 フロントリバーC

受講対象者

千歳市に住民登録があり、
通年で働くことを希望している季節労働者の方で、
次の❶または❷に該当する方

講習の参加者は、
本協議会が主催する
「就職支援セミナー（令和4年2月3日
開催）
」
へ参加していただきます。

されている方
❷現在離職中（離職日が令和2年4月1日以降）で、前職又は前々職
の雇用保険の種類が「短期雇用特例被保険者」であった方

厄 祓 いの 御 案 内
新型コロナウイルス感染防止のため、一度のお祓いを30人程
に制限して実施致します。家族祓いは代表者4名のみ神殿に
入室いただきます。
ご家族全員の名前でご祈願いたします。
マスク着用、手指の消毒にご協力をお願い致します。

厄祓の日程

（千歳市在住の方） ❶雇用保険の種類が「短期雇用特例被保険者」として、現在雇用

①現在季節労働で働いている方

現在

離職期間

短期雇用保険加入中

必要な書類：
《雇用保険資格取得等確認通知書（被保険者通知用）
・雇用保険被保険者証》又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

②季節労働を離職した方
離職期間

離職日が令和2年4月1日以降

短期雇用保険加入期間

離職中

全てご予約にて承ります

1月22日（土）〜2月28日（月）まで
時

短期雇用保険加入期間

間

午前10時〜午後4時まで 1時間毎

※2月11日（金祝）は午前10時・11時、午後3時・4時の4回となります。

玉串料

必要な書類：
《雇用保険特例受給資格者証》又は《雇用保険被保険者離職票（１・２）》又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

③現在離職中だが前々職で季節労働者だった方

お一人様 5,000円（2月末まで）
家族でのお祓い 10,000円（家族全員）

季節労働の離職日が令和2年4月1日以降

令和4年 厄年早見表

離 職 期 間 一般・高年齢雇用保険加入期間 離職中
1年未満

必要な書類：前々職の確認書類として
《雇用保険特例受給資格者証》
又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》
及び
直前職の確認書類として
《雇用保険被保険者離職票
（１・２）
》
又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

※数え年は、誕生日前の場合二歳、誕生日を迎えて
いる場合は一歳を足して計算します。

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により本事業を延期又は中止する場合がありますので、予めご了承ください。

お申込み
お問合せ

※申込み人数に
受講を希望する方は事前申込みが必要です。 限りがあります。

千歳市季節労働者通年雇用促 進協議会
千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市役所本庁舎1階
直通 ☎
（0123）24-0602
商業労働課 労政係内（窓口11番）

年祝い
長寿祈願を致しましょう。
長寿を祝い、神の恵みに感謝し
神社に参拝致します。

本厄

還暦

37歳 61歳

後厄

24歳 25歳 26歳
（平成11年生） （平成10年生） （平成9年生）

前厄

厄祓当日、年祝いの長寿祈願も執り行われます。

人形焼納祭
新型コロナウイルス感染防止のため
下記の日程でお預かりし、神事は
神職のみで録り行います。

日時

（昭和61年生） （昭和37年生）

場所

女 性

男 性
前厄

男女共通
年男女

還暦（数え年 61歳） 昭和37年生
古希（数え年 70歳） 昭和28年生
喜寿（数え年 77歳） 昭和21年生
傘寿（数え年 80歳） 昭和18年生
米寿（数え年 88歳） 昭和10年生

本厄

3月2日〜6日
午前9時〜午後4時まで
千歳神社社務所

後厄

18歳 19歳 20歳
（平成17年生） （平成16年生） （平成15年生）

41歳 42歳 43歳

32歳 33歳 34歳

（昭和57年生） （昭和56年生） （昭和55年生）

（平成3年生） （平成2年生） （平成元年生）

千歳神社
千歳市真町１番地 TEL 0123-23-2542

