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千高生が企画した4種類の米粉パン
千歳市のベーカリー
「Ailes」
で販売
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宇治金時パン

千歳高校国際流通科３年１組６班が課題研究授業
の中で企画し、地元企業の協力を得て開発した４種類

2022 年 11 月 11 日（金）

の米粉パンが 11 月 12 日（土）と 13 日（日）の 2 日間、
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川上
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こんにちは、川上真生です。私は寒がりな
ので薄着はしませんが、冬でもスッキリし

ピザパン

千歳市住吉 3 のベーカリー「Ailes」
（エール）店頭で
販売されます。
近頃小麦粉の価格が高騰していることを受け、原

6

た格好がしてみたいです。

真生

恵庭市在住。1 男 1 女、
2 児 の マ マ。2010 年 に
小 説「青い世界」で日本文学館
出版大賞特別賞受賞。2011 年か
らマンガ執筆を始め、2018 年度
「第 3 回北のまんが大賞」で特別
賞に入選。現在は、電子書籍の本
屋さん Dopub（ドゥパブ）で「UNI
（ユニ）一輪車」を連載中。
http://dopub.jp/

ャレ

冬のオシ

材料に米粉を使用した米粉パンを企画。同店協力の
もと、ブロッコリーやパプリカの彩り豊かな「ピザパ
スィートポテトパン

ン」、油揚げや長ネギを使用した「和食パン〜味噌汁
風味〜」の惣菜パン 2 種類、甘さ控えめの「スイート
ポテトパン」
、抹茶クリームとつぶあんを包んだ「宇
治金時パン」のスイーツパン 2 種類を開発しました。
各日 20
़個の数量限定で販売し、
ʍɼʠɁ 価格はいずれも税
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込 200 円。土田紗羽（さわ）班長率いる同班は「もち

もちの米粉の食感を生かした美味しい米粉パンがで
和食パン

きました。インパクトのある形状のアイデアやネー
ミングも工夫しました」と来店を呼びかけています。

今日 は 何 の 日？

キューちゃんの

11月 11日は「ピーナッツの日」

知ってた？ /
んな
み
\

全国落花生協会が 1985(昭和 60)年に制定。
新豆を使った落花生が市場に出始めるのがこの
頃で、ピーナッツは 1つの殻に 2粒の豆が同居す
る双子であることから、11の
ぞろ目の日を記念日にしたん
だって。

厚生労働省委託事業

令和4年度 人材育成事業

受講
無料

千歳市在住の通年雇用を希望する季節労働者を応援！
！

資格やスキルを
身につけよう!!

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

在職中の
受講が
オススメ!

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

からの
お知らせ

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》

（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

対象者

令和4年10月1日現在で、千歳市の住民基本台帳に登録されている方

商品券

1冊5,000円分（500円券×10枚）を1人当たり1冊無料配付します。

受講対 象者

ちとせ市民応援商品券2022（２次分）
は、
ご自宅に直接お送りします。
今回は年末の利用開始となり、交換会場が相当混雑することが予想されることから、臨時的に商品券を直接お送りします。

利用期間

商品券
の流れ

❷本協議会が主催する
「就職支援セミナー（令和５年２月開催予定）」へ参加できる方

対 象者ごとの必要書類
《雇用保険被保険者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

現在

①現在季節労働で働いている方 《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書》

離職期間

短期雇用保険加入中

《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
取得届出確認照会回答書》
離職日が令和3年4月1日以降

離職中

短期雇用保険加入期間

③現在離職中だが前々職で
季節労働者だった方

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回答書》
季節労働の離職日が令和3年4月1日以降

短期雇用保険加入期間

離職期間

令和4年 11月中旬 〜 令和4年 12月11日 ㈰

配送期間

（１）雇用保険の種類が「短期雇用特例被保険者」
として雇用されている方
（２）離職中（離職日が令和３年４月１日以降）で、前職また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

②季 節労働を離職した方

この商品券は「配付」です。参加店全店で全ての商品券が利用可能です。

令和4年 12月12日 ㈪〜 令和5年 3月31日 ㈮

※ちとせ市民応援商品券2022（当初分※令和4年9月1日利用開始分）の
利用期間も令和5年3月31日（金）
まで延長します。

❶

1年未満

一般・高年齢雇用保険加入期間

離職中

※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。

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
商業労働課 労政係内（窓口11番）
TEL（0123）24-0602

直通

お申込み
お問合せ

受講を希望する方は事前申込みが必要です。※申込み人数に限りがあります

利用可能
店舗

ちとせ市民応援商品券2022(2次分）
を11月中旬〜令和4年12月11
日
（日）
までに、世帯主宛てに
「ゆうパック」でお送りします。
※「商品券」は世帯単位でお送りします。
（例：3人世帯の場合、3冊お送りします。）
※「商品券」は順次郵送されますので、近隣にお住まいでも別の日に届く場合があります。

利用まで

❶千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で、次の（１）または（２）に該当する方

離職期間

応援商品券2022
「2次分」を配付します！

千歳市では、
市民生活の支援と、
市内における消費回復と地域経済の活性化を目的として、
「ちとせ
市民応援商品券2022」
を発行しておりますが、
物価高騰等の影響が長期化していることを踏まえ
「2次分」
を発行します。
この商品券の受取に現金は必要ありませんので、
ぜひご利用ください。

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

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

千 歳 市 ちとせ市民

❷

令和4年12月12日(月)以降、参加登録店舗でご利用ください。
※「商品券」が届く時期にかかわらず、利用期間は同一です。

●利用可能店舗として登録されている、市内の飲食店や小売店などで利用できます。
●利用可能店舗一覧については、千歳商工会議所ホームページで掲載しております。
また、商品券(当初分)の「引換券」に同封しております。※(当初分)に同封した店舗一覧が
再度必要な方は、市役所本庁舎1階11番窓口にてお渡しすることが可能です。

ちとせ市民応援商品券2022(当初分）の交換・利用について
令和4年9月1日（木）から交換・利用を開始している
「ちと
せ市民応援商品券2022」(当初分)につきましては、令和5年
1月30日（月）が交換期限となっております。まだ受け取られ
ていない方は、期間内に交換会場にて受取をお願いします。
※（当初分）は交換会場での受取が必要です。
（ 郵送でのお渡
しは出来ません）

①千歳市内郵便局(土日祝を除く)
9/1㈭〜1/30㈪

9:00〜17:00

9/1㈭〜11/30㈬

10:00〜19:00

②市内商業施設(土日祝も含む)

イオン千歳店、
スーパーアークス長都店、
スーパー
アークス千歳店、
ラッキー千歳錦町店の４か所のみ

商品券の再発行は出来ません。●この商品券は「配付」です。受取に「現金」は必要ありません。●「他の商品券など換金
性のあるもの」
「たばこ」
「税金の支払い」の購入・利用はできません。●商品券は利用期
紛失には十分ご注意ください。間を過ぎると無効です。必ず利用期間内に利用してください。
特殊詐欺にご注意ください！

お問合せ

ちとせ市民応援商品券2022の配付に当たり、市などが購入代金・手数料の振り込みや
ATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。

千歳市役所産業振興部主幹（産業政策担当）本庁舎1階11番

TEL 0123-24-0116 FAX 0123-22-8851

