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2022 年 1 月 21 日（金）

ミス・バレンタインの

今週の星占い
新しい人間関係やつながり
ができる時です。仕事では、
あなたの経験やスキルが試
されます。謙虚な姿勢が運
気アップに！

ちゃんと

ラッキーワード
ラッキーカラー

たよれーる

だより

朝晩が冷え込むようになり、寒さが厳
しくなる季節となりました。例年、体調を
崩され急遽入院するなど、やむを得ず家を留守にし
「水道管が凍結してしまっ
た！」とご相談いただくケースがあります。凍結すると水が出なくなるのはもち
ろん、解氷作業や業者の手配、さらに破裂した場合は時間と労力、修理費用が
かかることになります。蛇口や水抜栓といった給水装置の点検を行なうなど、
これからの本格的な寒さに備えましょう。

インスピレーション
白

カレンダー・手帳
グレー

恵庭市地域包括支援センター

〜気温マイナス４℃以下は
水道管凍結の赤信号！〜

心の切り替えが求められま
す。長く続けても成果の出
なかったことを手放し、新
たな気持ちで次に挑戦する
ことで、未来が開けます！

予定変更等、変化の多い時
です。今は結果を急がず、
コツコツ努力を継続する力
が、後々良い成果となって
返ってきます。

自己紹介・名刺
アップルグリーン

水道管の凍結に
ご注意ください!

1 月 21 日〜 1 月 27 日

水 道 の 凍結を防ぐには？
親しい人間関係の中で、意
見の違いなど関係性を見直
す出来事がありそう。自分
を認めてもらうために相手に
も譲る姿勢が求められます。

あなたの魅力やセンスが輝
き、注目される出来事があ
ります。周りの人に愛や優
しさを惜しみなく発信するこ
とで、幸運が入ってきます！

やるべきことが多く、心と体
のストレスが溜まりやすい時
期です。１人で頑張らず、周
囲の人の助けを借りることが
運気アップにつながります。

■水道管を保温する。

→保温材や毛布・布切れで、むき出しになっている水道管から蛇口までを包む

■少量の水を出しておく。

春色の装い
ピンク

助っ人・協力者
はちみつ色

パートナーシップ
菜の花色

■水抜栓
（不凍栓）による水道管の水抜きが 効果的です。

→住居によって水道管の作りが異なりますので、操作方法を確認のうえ水抜を行ってください。

→室内の蛇口から途切れない程度の少量の水を出しておくのも効果的です。この場合は水
道料金がかかるので、水を貯めておき洗濯に使うなど有効利用できるように工夫しましょう。

凍 結 し てしまった場合
自分のテリトリーを守る気持
ちが強まります。無神経な
人や苦手な人に敏感に反応
しやすい時です。息抜きやリ
ラックスを心がけましょう！

周囲の情報や人の言葉に影響
されやすい時期です。外に意
識を向けるよりも、家でゆっく
り過ごしたり手仕事をするこ
とで心穏やかに過ごせます。
手芸・DIY
ナッツブラウン

スイーツ
苺色

新しいものへの興味や関心
が高まります。衝動買いし
やすい時なので、買い物で
は即決を避けましょう。車
の運転も気をつけて！

組織や集団の中で、公平さ
を求める気持ちが高まる時
です。立ち止まって静かに
時を待つ姿勢がトラブル回
避につながります。

天体グッズ
レモン色

■ご自身での対応が難しい場合は専門業者へ依頼しましょう
水道凍結の修理費用は個人負担となります。

凍結・解氷の連絡先

日曜・祝日については、恵庭市管工事業協同組合 ☎ 0123-25-3165 へ
平日については、恵庭市指定給水装置工事事業者へ

旧友・恩人
バイオレット

大人（12歳以上）
500円
小人（ 6~11歳 ）
300円
※5歳以下無料

レギュラー
アイテム

入場料

ノース・スノーランドin千歳

■中にはこんなケースも…
『冷え込みが強く、在宅していたのにも関わらずトイレの配管が凍っ
てしまった。』
『水抜きの仕方や水抜栓の場所がわからない。
』
『水抜き
したつもりが、しっかり出来ておらず水漏れした。』など、特に一人暮
らしの高齢者からの相談が多く寄せられています。

感動する映画・音楽
エメラルドグリーン

過去の傷を癒やすことで、
新しい世界が開ける時で
す。古い物を手放すと運気
がアップします。ときめく
ものに出合える時です！

深呼吸
アクアブルー

無理に溶かそうとして熱いお湯をかけてしまうと、水道管が破裂してしまうこと
があります。溶けるのを自然に待つ方法が一番安全で安心。急ぎで水道水が必
要な場合は、水道管にタオルを巻きつけ、40 度くらいのお湯をゆっくりかけ解凍
する。暖房やドライヤーの温風を活用するのも良いでしょう。

五感を満たすことでフラスト
レーションを解消できます。
美味しいものを食べたり、感
動する映画やアートに触れる
事でパワーアップできます。

〔有料アイテム ※表記価格は税込です。
〕
●４輪バギー（12歳以上／70ｍトラック2周）
・・・1,200円
●ミニスノーモービル（6歳以上／ 70ｍトラック2周）
・・・大人1,200円、こども800円
●スノーラフティング（3歳以上／4分間）
・・・大人1,200円、こども800円
●歩くスキー（3歳以上／15分間）
・・・大人・こども500円
＊レンタルウェア、靴もございます。

ノース・スノーランド in 千歳 LINE公式アカウント
TEL.0123-27-2121

千歳市蘭越26番地

ノーススノーランドをLINEで友だち登録!

最新情報やお得な情報配信中

■営業時間／9:00〜16：00（15:30受付終了）

遊び放題パックもございます。

※ご来場時には、館内でのマスクの着用・出入口での検温にご協力をお願い致します。

2022年 千歳支笏湖氷濤まつり連動
『イベントのお知らせ』

1/29 30
（土）

16：30-

2/5 6

（日）

（土）

16：30-

※19：30終了

（入場料が必要です）

（入場料が必要です）

来場者には、冬花火（手持ち花火）プレゼント!

※画像はイメージです

小型（6歳以上）1名乗り1台 3,300円（税込）
※必ずヘルメットを着用頂き、先導車両が誘導致します。
※悪天候による、ツアー中止・途中中断等々が発生する

16:30〜
17:00〜
17:15〜
18:30〜
18:40〜
19:30〜

●当日空きがあればご案内可能／所要時間約120分
●参加料金：大人・小人共通1名様4,500円（税込）
※子育て支援カード提示で500円引き
●参加定員：最低4名〜最大20名様まで

場合が御座いますので、ご了承下さい。
※先導車両の指示に従って頂けない場合には、途中でも
中止させて頂きます。その際に返金は致しません。

スノーシューアニマルトラッキングツアー

受付開始
準備開始
スノーシューアニマルトラッキングツアー開始
スノーシューアニマルトラッキングツアー終了
食事
解散

持ち物

スケジュール

※所要時間約25〜30分

※大型車（18歳以上）1台2名乗り 5,500円（税込）
、

※画像はイメージです

※画像はイメージ です

広大な敷地の中へ

スノーモービル
ナイトツアー開始

※当日空きがあればご案内可能

※画像はイメージ です

17：00-

16：30-

予約制

※19：30終了

ナイトチューブスライダー

ナイトチューブスライダー
来場者には、冬花火（手持ち花火）プレゼント!

（日）

■防寒着上下（できれば防水性のもの、スキーウェアなど）
■スノーブーツ（防寒、防水性の長靴など）
■ニット帽
■防水手袋
■ゴーグルまたはサングラス（必要であれば）
■水分補給用飲料
■必要に応じてリュックサック、
その他防寒対策、
タオル、
など

予約制

※悪天候による、ツアー中止・途中中断等々が発生する
場合がございますので、
ご了承ください。
※インストラクターの指示に従って頂けない場合には、
途中でも中止させて頂きます。
参加費の返金は致しません。

協力

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベントを中止・延期・変更する場合がございます。

お子様カレー、
ラーメン
（700円）
、
ザンギ親子丼
（1,100円）
、
他

＊レストランでは、ちとせ飲食クーポン券もご利用いただけます。

お食事だけの利用も可能です！

子育て特典カード ご提示で、
1/5以降の平日は、いつでも
入場料

無料‼

（カード1枚提示で、大人2名、小人2名まで）

■通常 大人（12歳以上）：500円

■通常 小人（ 6~11歳 ）
：300円

1,180円

お得な期間パス販売
特典❶

特典❷

1,380円
■大人（12歳以上）：4,600円
：2,400円
■小人（ 6~11歳 ）

1.4㊋〜3.6㊐までの期間中、毎回来場時入場料無料、
さらに全アイテムチケット（各1回利用可）進呈!
■大人（12歳以上）
：ミニスノーモービル・4輪バギー・スノーラフティング・歩くスキー
■小人（6〜11歳）
：ミニスノーモービル・スノーラフティング・歩くスキー 各1枚

開催イベント参加費も無料

各1枚

※積雪状況により、
営業時間・営業期間が変更になる場合が
ありますが、
返金は出来ませんのご了承ください。

パニーニサンド

レストランＭＥＮＵ

スープカレー
ラーメン

※表記価格は税込です。

ハニーチーズ
ベーコンスパゲティ

も
大人
も
子供
足
大満

1,080円

●ちとせスーパー
プレミアム付き商品券
●千歳割クーポン券
どちらもご利用いただけます。

