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2022 年 4 月 1 日（金）

ちゃんと

ミス・バレンタインの

4 月 1 日〜 4 月 7 日

今週の星占い
何か新しい事を始めてみま
しょう。自分だけの楽しみを
大切にすることで、新たな
発見があります。常識にとら
われない心が運気アップに！

ラッキーワード
ラッキーカラー

疲れが溜まっていませんか？
自分のための時間を作ること
が求められています。周囲
の変化に流されず、待つ姿
勢が良い流れを作ります。

レモン
レモンイエロー

連絡・確認
ラベンダー色

リラクゼーション
アクアブルー

仕事上で重要な役割を与えら
れるチャンスがあります。面
倒なことを敢えて引き受ける
前向きな姿勢が幸運を引き寄
せます。人気運に恵まれます。

すぐに結果が出なくても、
未来に役立つことに力を注
ぐと幸運が得られます。生
きがいや新たな目標が見つ
かる時です。

地域企業販路開拓支援事業募集のお知らせ
中小企業者の展示会やマッチングイベント等に出展する際の、
経費の一部を助成します

千歳市では、地域を支える中小企業者の国
内及び海外における販路開拓を支援すること
を目的として、展示会やマッチングイベント
等に出展する市内事業者に対し、経費の一部
を予算の範囲内で補助金として交付します。
対

象

人の気持ちに敏感になりま
す。目に見えない物を大切
にすると、深い気付きが得
られる時です。愛情面で嬉
しい出来事があります。
思いやり
さくら色

地図・観光ガイド
エメラルドグリーン

名刺
スモーキーレッド

人との交流が活発になりま
す。同時に、本当に分かり
合える関係を築く努力も求
められます。少人数の質の
高い関わりを大切に！

千歳市からのお知らせ

対象期間
人との関わりが新しくなる
時です。思い込みを捨てて、
初めての気持ちで接するこ
とが大切です。新たな出会
いがありそう！

仕事とプライベートの切り
替えが大切です。休日には
思い切り楽しんでリフレッ
シュすると、元気になれま
す。愛情運に恵まれます！
温泉・マッサージ
アイボリー

笑顔
菜の花色

冒険することで元気になれ
る時です。春の自然を散策
したり、
体を動かすとパワー
アップできます。自分の心
に正直に進んでください。
アウトドア・スポーツ
フォレストグリーン

対象経費
助成内容
受付期間

次のすべての条件を満たす中小企業者
①中小企業基本法に規定する中小企業者で、市内に工場または
事業所を置くもの
②大企業者が実質的な経営に参画していないこと
③展示会等への出展品が、申請者自身によって開発、製造、加
工されている製品又は技術（企画・設計を自身で行い、生産
を外部委託するものを含む）であること
④市税を滞納していないこと
⑤千歳市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力
団関係事業者でないこと
交付決定で定める開始日から令和 5 年 3 月 31 日（金）まで

補助金の対象となる経費は、出展料、装飾料、備品借上料、輸
送費、交通費、宿泊費、通訳料

対象経費の 2 分の 1を助成します。ただし、同一の事業者につき
3 つの展示会への出展までとし、上限額は 30 万円となります。
令和 5 年 1 月 31 日（火）17 時まで（必着）
※補助金交付決定額の合計が予算額に達し次第、受付終了

申請を希望される方は、事前に必ず「募集要項」をご覧ください。

募集要項・申請書様式は、千歳市役所本庁舎 1 階商業労働課窓口および千歳アルカ
日頃サポートしてくれる身
近な人に感謝の気持ちを伝
えましょう。家族と過ごす
時間を大切にすることで、
運気がアップします。

以前から気になっている場
所を訪ねると、わくわくす
る出合いがあります。買い
物運に恵まれて、欲しかっ
た物が手に入ります。

ありがとうの言葉
夕焼け色

ギャラリー・雑貨ショップ
ナッツブラウン

野菜作りをしてみませんか

菜園用地貸します
ご希望の方には栽培育成等
お教えいたします。
現地

場所：恵庭市戸磯 179-1
区画：1 区画 50 ㎡〜
費用：1 区画 5,000 円〜
（1 シーズン）

お問合せ・お申込み

TEL:090-5071-0860
（10：00〜17：00）富樫

春色の装い
ピンク

日本ペットシッター協会公認

Pet-sitter Wan-Nyan
ペ ット シ ッ タ ー

わんにゃん

ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。
●以前ペットホテルに預けたら…
年中無休

●急な入院で… ●旅行したいが…
●トリミングサロンや
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●
えにわ温泉
ほのか

あなた の 魅 力 が 輝 く 時 で
す。いつもより少しおしゃ
れをして外出してみましょ
う。美味しいもの、感動で
きるものに出合えます！

戸磯黄金通

ペットクリニックの送迎…
●介護のお手伝い…
●お散歩の代行 … etc

新型コロナウイルス感染予防の為、
マスク、手袋
等を着用、
出入時の消毒、
換気の徹底、
シッターの
過去1週間の検温提示を行っております。

tel 090-9432-7771

■恵庭市島松寿町2-7-5
https://wan-nyan-hokkaido.com ■営業時間 7:00〜20:00
※時間外対応有り
●道保011620351号
●道訓011640351号

ディア・プラザ 3 階企業振興課窓口にて配布しております。また、千歳市工業団地
ホームページ（https://www.chitose-yuuchi.jp/）でご覧になることができます。

問合せ
申込

千歳市産業振興部産業支援室企業振興課企業振興係
〒 066-0009 千歳市柏台南１丁目３ - １ 千歳アルカディア・プラザ３階
☎ 0123-42-0522 FAX 0123-42-0554
E メール kigyoshinko@city.chitose.lg.jp

緊急

水漏れ

つまり

水回りのことなら
お任せください！

トイレの
詰まり・あふれ

蛇口・排水の
トラブル

日々の安心
メンテナンス

߹ߕߪߏ⋧⺣ߊߛߐ߅㔚߅ᓙߜߒߡ߹ߔ

恵庭本社

TEL

0123-32-2721

〒061-1433 恵庭市北柏木町3丁目169番地3

恵庭市・千歳市給排水指定事業者

エステサロン

たちばな

Instagram始めました♪
日曜・祝日エステ営業しています

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》

Face

ʑʯ˂ˋʈʋĜʑ

［65分］

¥5,500

基本コース、超音波、ヒト幹細胞美容液、遠赤マスク

NEW マスク生活での疲れたお肌に

［80分］
ࣰႸ˂˂ĜʑʋĜʑ ¥7,700

¥4,620
¥6,050

基本コース、筋膜リリース、DXアンチマッサージ、ヒト幹細胞美容液、遠赤マスク

Body

෬ɜəʋĜʑ ［35分］¥3,850
ʏĜˋġ
෬ɜə ġʶ
［65分〜90分］¥6,600
温め・シャワー付

SALEオプション

¥3,300
¥5,390

ʪʛʯ［10分］¥1,100

¥880

恵庭市恵み野西6丁目22-1 tel.0123-37-2517 open 9:30~
定休日/毎週火曜日 《価格は全て税込》 当日の電話予約は18:00まで受付しております!

