3

2022 年 7 月 29 日（金）

ミス・バレンタインの

今週の星占い
あなたの愛や情熱を発信す
ることで、喜びを分かち合
えます。いつもより少しわ
がままに、好きなことをし
ても良い時期です。

ちゃんと

7 月 29 日〜 8 月 4 日

忙しい日々から解放されるた
めに、自分だけの時間を大切
にしましょう。リラックスでき
る場を意識的に作ると、大切
なことが見えてくる時です。

自然・アウトドア
フォレストグリーン

ラッキーワード
ラッキーカラー

身近な人の心に寄り添うこ
とで、優しさを発揮できる
時です。日頃行きたいと思っ
ている場所や人を訪ねると、
素敵な出会いがあります！
フリーペーパー
ミントグリーン

コテージ・古民家
ターコイズブルー

不要な物を整理し、思い切っ
て手放すことで、より良い物
が手に入ります。部屋の大掃
除をしたりインテリアを変更
すると、運気がアップします！

予想外の出来事がありそう
です。予定の変更等は柔軟
に対応しましょう。ハプニン
グから、チャンスや幸運を
手に入れることができます。

家具・雑貨ショップ
ナッツブラウン

インスピレーション
ひまわり色

人とのつながりや出会いの中
で、深い気づきが得られる
体験をしそうです。目に見え
ないものに感謝する気持ち
を持つと、
運気が向上します。

社会的立場や責任が与えら
れます。あなたを頼りにする
人達からの期待と同時に、プ
レッシャーも感じる時期です。
前向きに挑戦してください！

心の奥にある怒りや悲しみを
吐き出すことが求められてい
ます。ときには思い切り涙を
流すこともおすすめです。懐
かしい人との再会がありそう。
泣ける映画・小説
クリスタル

すぐに結果や利益につなが
らないことでも、心からや
りたいことに挑戦すると未
来が開ける時です。新たな
夢や目標が見つかります！

名刺
ロイヤルブルー

祈り
ラベンダー色

隠されていたことが表面化
して、真実を知る機会があ
りそうです。他者の心の傷
に寄り添うことで、学ぶこ
とが生まれる時です。

ボランティア活動
オレンジ色

停滞していた物事が前向き
に切り替わります。自分の
考えに固執せず、異なる意
見に耳を傾ける姿勢が良い
流れを作ります。

保険・行政機関
ラズベリー色

生活習慣の改善が求められて
います。健康や心に良いこと
を積極的に試すと良いでしょ
う。悪い習慣を断ち切る決意
が運気アップにつながります。

訪問者
菜の花色

スポーツ・ヨガ
アイボリー

エコ・動物
専門学校
だより

恵庭市恵み野西5丁目10-4

TEL 0123-36-2311

皆さん、わんちゃん 猫 ちゃんと楽しい 暮らしをしてらっ
しゃると思います。そんな方々にちょこっと目と手をかけ
て看ると、より健やかに暮らせるコラムをお届けします。動
物病院を身近に感じてくだされば 嬉しいです！

動物看護師学科

第4 回

獣医師

門田

英敏

熱中症はこんなところにも…
そろそろ暑くなってきましたね。車で出かけようと思ったら…、すごく暑
い！！というより熱い！！ということはよくあることですよね。車庫に入ってい
ても、
クーラーが入っていなければ常に灼熱地獄。
こんなことがありました。今日はわん
ちゃん連れで初キャンプ！ 外は良い
お天気！！ 車内が熱くなってるから、
しっかりクーラーつけて10分待って、良
し、冷えてる！！ で、わんちゃんをいつ
も通り後部座席に乗っけてＧＯ!
しばらくたって、そういえば気配がな
い…。振り返ってみるとぐったり…。え？
え！
急いで車を停めて、ミネラルウォーターをかけたり首やお腹や足の付け根
を冷やしたり。キャンプ用具に入っていてよかった！ そしてすぐ最寄りの動
物病院へ行って回復しました。キャンプは中止。でも助かって良かった！
後で再現してみると、後部座席の黒いシートはものすごく熱を蓄えていて、
直射日光はクーラーがあっても容赦なく照り付け、小さなわんちゃんにはと
ても過酷な環境だったのです。
キャンプがブームでわんちゃんを連れていくことができる場所も増えてい
ますね。どこに熱中症のリスクがあるかわかりません。いざとなったら冷やせ
るものを用意することも大切です。わんちゃんのためにも、冷えた飲み物を
用意すれば一石二鳥ですね！ いざという時のための予習とデ
モンストレーションも大切です（保冷剤や冷え過ぎたペットボト
ルを直接当てるのはできれば避けたほうが良いのです）。備えあ
れば憂いなし！

恵庭起業塾

起業する際のさまざまな疑問や悩みを解消し、事業を成功に導くための
セミナーです。
新型コロナウィルス感染症対策に十分配慮して開催いたします。

6日間8講座 定員20名

受講無料

会場

恵庭RBパークセンタービル3階 視聴覚室
（恵庭市恵み野北3丁目1番 1 ⁄ 図書館斜め向かい）
申し込み・問合せ

恵庭リサーチ・ビジネスパーク㈱
電話：0123-36-3113 HP：www.rdp.co.jp

8月17日
（水）
までにホームページの申し込みフォームまたはお電話でお申し込みください。

※定員到達次第、
期日前でも申込受付を終了させていただくことがございます。

1日目

ᭅᯀᭅ᭄〜ᭆ᭄ᯀᭅ᭄ 講座1「起業の基本」〜創業前に考えるべきこと〜
講師：吉澤慶記氏（㈱北海道新事業創造プラザ代表取締役）

8/25
（木）

ᭆ᭄ᯀᭅᭉ〜ᭆᭅᯀ᭄᭄

2日目

ᭅᯀ᭄᭄〜ᭆᭅᯀ᭄᭄ 講座2 「成功率をあげるためのビジネスプラン・考え方のデザイン化」

9/1
（木）

講師：芝香氏（ネクストソサエティ㈱代表取締役／小樽商科大学大学院・北海道大学大学院工学院講師／北海道文教大学国際言語学科講師（経営財務論・経営戦略論））
実際の事例を基に「ビジネスモデルキャンバス」を作成し、モデルを紙に落としていく作業を体験。事業計画書の中身も説明。事業の具体化をイメージしていきます。

3日目
9/8
（木）
9/15
（木）
5日目
9/22
（木）
6日目
9/29
（木）

交流会

〜ビジネスモデルキャンバスとは？〜

ᭅᯀ᭄᭄〜ᭆᭅᯀ᭄᭄ 講座3「知っておくべき税と会計の基本」

澄んだ空気、自然豊かな土地「若草1丁目」と「文京3丁目」
千歳市商業施設用地 好評分譲中
至千歳市街

講師：水野秀樹氏（水野秀樹公認会計士事務所代表／公認会計士・税理士）
事業形態の選択、開業前の手続きや決算書類、消費税の取り扱い等、起業に必要な会計の基礎知識を学びます。

若草1丁目商業施設用地

ᭅᯀ᭄᭄〜ᭆᭅᯀ᭄᭄ 講座4「起業家のためのコミュニケーション・マナー」

薬局

講師：井島惠子氏（㈱ブロッサム代表取締役／人材育成コンサルタント）
起業家（経営者）
として、顧客、取引先、従業員と信頼関係を構築するコミュニケーション・人間関係・ビジネスマナーを学びます。

ᭅᯀ᭄᭄〜ᭆᭅᯀ᭄᭄ 講座5「創業に向けた事業計画作成」
講師：小西麻衣氏（Local Business Lab 代表／中小企業診断士）

創業計画の目的、構成、内容、様式について、事例を交えて学びます。第2回のビジネスモデルを受けて、
数値への落とし込み、見込みの立て方について考えます。

ᭅᯀ᭄᭄〜ᭅᯀᭇ᭄ 講座6「小さな起業、出来る事は無限大」
講師：嶋田芳恵氏（六畳の雑貨店asiriru代表）

2020年に恵庭起業塾を受講された後、恵庭市内で起業を実現された先輩起業家の体験談を披露していただきます。

（地域包括支援センター）

向陽台病院
●所在地/千歳市
Ⓐ若草１丁目10-12外
Ⓑ若草１丁目17-1外
Ⓐ
9,586.36㎡
●用途 地 域 /第２種住 居地 域
●建ぺい率/60%
Ⓑ
●容積率/200%
コンビニ
グループ 3,002.07㎡
ホーム
●分譲区画/2区画
薬局
●分譲面積/
3,002.07㎡〜9,586.36㎡
09-32南04号道路
●分譲単価/23,600円/㎡
（約78,000円/坪）
●分譲価格/若草商業施設用地は複数区画の集合体であることから、面積は実面積と
多少異なる場合があります。実際に分譲する際は、実測地積に分譲単価を乗じた額
を分譲価格とします。

ᭅᯀᭇ᭄〜ᭆ᭄ᯀ᭄᭄ 講座7「創業時の公的制度活用方法」

※基本的に、物件は現状有姿での引渡しとしますが、
「若草１丁目10 -12外」
は起伏のある土地のため、購入申込み受理後、
当市において平坦に造成するための最低限度の整地作業を実施します
（作業期間：３〜４か月程度
（要相談））。

創業を実現するために活用できるさまざまな公的支援メニューと、申請の際の注意点などを解説いたします。

文京3丁目商業施設用地

講師：佐薙孝弘氏（（公財）北海道中小企業総合支援センター経営支援部経営支援グループ係長）

講師：鈴木紘一郎氏（㈱日本政策金融公庫札幌支店国民生活事業融資第三課上席課長代理）

創業時に必要なお金を公的金融機関から確実に調達するための要点をわかりやすく解説いたします。

ᭆ᭄ᯀᭇ᭄〜ᭆᭅᯀ᭄᭄

情報提供・修了証授与

※ 本講座は、恵庭市起業支援事業補助金の対象要件のひとつとなります。
また、恵庭市の特定創業支援等事業に該当し、受講された方は登録免許税の軽減をはじめとした、創業に関する
さまざまな支援を受けることができます。詳細は恵庭リサーチ・ビジネスパークまでお尋ねください
主催：恵庭市

運営・実施：恵庭リサーチ・ビジネスパーク㈱

後援：恵庭商工会議所

泉沢学園通

●所在地/千歳市文京３丁目2-3
2-3
●用途地域/近隣商業地域
●建ぺい率/80%
●容積率/200%
●分譲区画/1区画
向陽台公園
●分譲面積/661.19㎡（200.00坪）
●分譲単価/23,600円/㎡（約78,000円/坪）●分譲価格/1,560.4万円
真町泉沢大通

ᭆ᭄ᯀ᭄᭄〜ᭆ᭄ᯀ᭄᭄ 講座8「融資による資金調達のポイント」

千歳市産業振興部産業支援室 開発振興課（事業主体・売主／千歳市）
詳細については
こちらにお問合せ 〒066-0009 千歳市柏台南1丁目3番地の1 千歳アルカディア・プラザ3階（JR南千歳駅前）
ください。
Tel.0123-42-5501 https://www.chitose-izumisawa.jp/

真町泉沢大通

4日目

現状を踏まえた創業の基本について学び、併せて企業経営にとって重要なマーケティングなど、創業前に検討すべきことについて、事例を交えながら学びます。

