
2023年2月3日（金）ちゃんと 10

【受付/10：00～21：00 ※日・祝は定休】本社／千歳市末広7丁目8番6号（ビジュアルビル1F） HPhttps://www.v-ltd.jp/

正社員募集
時間▶12：00～21：00 （勤務時間は応相談） 
給与▶月給268,782円（既婚者）～238,782円（独身者）

不動産・カラオケ賃貸の簡単な管理業務です飲食店ビル
1棟売アパート ちとせの仕事 検索

家賃6ヶ月無料! 保証人不要!敷金・権利金・仲介料は0円!!

求む！売却物件！！

コンビニ、丸亀製麺
ドラッグストア、回転寿し
レストラン近し！

広告有効期限
2023年5月4日

↓1DK
↓1DK

2階
1DK
→

2階
事務所・テナント→

エアコン・ウォシュレット・
LED・防犯カメラ

デザイナーが設計したステキな
店内で即営業できます!!

第2ビジュアルビル/
千歳市清水町2丁目13-6（ギオン通り）

イオン千歳イオン千歳

ローソンローソン
千歳幼稚園千歳幼稚園

メリー幼稚園メリー幼稚園

ホテル
リブマックス

千歳

ホテル
リブマックス

千歳

北ガス北ガス

千歳川千歳川

●●●●

●● ●●

千正寺千正寺
●●

●●

●●

36

■■

現地

1F/9坪（カウンター6席・ボックス12席）
2F/9坪（カウンター11席・ボックス12席）

25,000～円
スナック・飲食店向け

（エレベーター設備あり）

（厨房機器／各種レンタル有り）

まかせて安心！！営業許可申請！！

千 歳 物 件

家
賃

笑顔で安心パートナーシップ宣言！！笑顔で安心パートナーシップ宣言！！

事務所・テナント用（2階）事務所・テナント用（2階）

1DK（2階）

1DK

オートロック完備！
コンビニ、イオン近し！
JR千歳駅徒歩 5 分!

第1ビジュアルビル/
千歳市末広7丁目8-6

洋室7帖

居間台所
6帖

33,000円家
賃

50,000円家
賃

千 歳 物 件
バス・ウォシュレット・LED・
駐車場・ペット可・防犯カメラ

●事務用機器 レンタル有
●家具・寝具用品 レンタル有

エアコン・ウォシュレット・
LED・防犯カメラ

デザイナーが設計したステキな
店内で即営業できます!!

第5ビジュアルビル/
千歳市清水町2丁目1-4(酔い街通り)

イオン千歳イオン千歳

ローソンローソン
千歳幼稚園千歳幼稚園

メリー幼稚園メリー幼稚園

ホテル
リブマックス

千歳

ホテル
リブマックス

千歳

北ガス北ガス

千歳川千歳川

●●●●

●● ●●

千正寺千正寺
●●

●●

●●

36

■■

現地

1F/11坪（カウンター12席・ボックス10席）
2F/10坪(カウンター7席・ボックス14席）

25,000～円
スナック・飲食店向け

（エレベーター設備あり）

（厨房機器／各種レンタル有り）

まかせて安心！！営業許可申請！！

千 歳 物 件

家
賃

笑顔で安心パートナーシップ宣言！！笑顔で安心パートナーシップ宣言！！

1ルーム（予約制）

コンビニ・ほっともっと弁当・バス停近し！ コンビニ・ドラッグストア・歯科医院・
銀行・理美容室近し！

第12ビジュアルコーポ/
千歳市青葉8丁目9-18

23,000円家
賃

23,000円家
賃

千 歳 物 件
バス・ウォシュレット・LED・
駐車場・ペット可・防犯カメラ

笑顔で安心パートナーシップ宣言！！笑顔で安心パートナーシップ宣言！！

1LDK（エアコン・物置有り）

1DK（エアコン有り）

第16ビジュアルコーポ/
恵庭市有明1丁目6-14

29,000円家
賃

20,000円家
賃

1ルーム（予約制）

21,000円家
賃

恵 庭 物 件
バス・ウォシュレット・LED・
駐車場・ペット可・防犯カメラ

●事務用機器 レンタル有
●家具・寝具用品 レンタル有

笑顔で安心パートナーシップ宣言！！笑顔で安心パートナーシップ宣言！！

1DK

第18ビジュアルコーポ/
恵庭市桜町1丁目6番12号

23,000円家
賃

恵 庭 物 件
バス・ウォシュレット・LED・
駐車場・ペット可・防犯カメラ

●事務用機器 レンタル有
●家具・寝具用品 レンタル有

●事務用機器/レンタル有
●家具・家電・寝具用品
　/レンタル有

商売繁盛！！飲食店の開業をお考えの方へ！！
全ての経営ノウハウを無料提供いたします

■■

清水デンタル
クリニック

ココス

●● ●●

●●●●

46

北海道
銀行

GS
現地

エアコン・ウォシュレット・
LED・防犯カメラ

デザイナーが設計したステキな
店内で即営業できます!!

第13ビジュアルビル/
恵庭市栄恵町20

2F/11坪（カウンター8席・ボックス15席）
2F/18坪・3F/87坪（用途に応じ改装いたします）

25,000～円
スナック・飲食店向け

（エレベーター設備あり）

（厨房機器／各種レンタル有り）

まかせて安心！！営業許可申請！！

恵 庭 物 件

家
賃

エアコン・ウォシュレット・
LED・防犯カメラ

デザイナーが設計したステキな
店内で即営業できます!!

第7ビジュアルビル/
千歳市清水町3丁目12番8号

イオン千歳イオン千歳

ローソンローソン
千歳幼稚園千歳幼稚園

メリー幼稚園メリー幼稚園

ホテル
リブマックス

千歳

ホテル
リブマックス

千歳

北ガス北ガス

千歳川千歳川

●●●●

●● ●●

千正寺千正寺
●●

●●

●●

36

■■

現地

2F/7坪(カウンター7席・ボックス5席）
2F/18坪(カウンター10席・ボックス30席）

25,000～円
スナック・飲食店向け

（エレベーター設備無し）

（厨房機器／各種レンタル有り）

まかせて安心！！営業許可申請！！

千 歳 物 件

家
賃

HPはコチラ 2月3日～2月28日迄の
ご契約者様へ

QUOカード5,000円分
プレゼントキャンペーン!!

プロフィール ＮＰＯ法人えにわ市民プラザアイル
アイル（通称）は、2007（平成19）年2月に、恵庭市内で市民活動をしている有志が集まって設立した団体です。現在、①市民
の行き場所・居場所・交流の場づくり事業、②介護保険対象外の市民の困りごと解決事業、③子どもたちの生活習慣・学習支
援事業を実施しています。このコラムではアイルの事業を通して感じた事、考えた事を皆様にお伝えしたいと思います。

アイル 通信アイル 通信

新学期から
開催します。

　アイルは、24年間専業主婦で何の資格もない私にチャンスをくれた。12年前
のこと。空き家になった実家の片付けに悩んでいる時、友人に誘われアイルに絵
画の個展を見に来たのがきっかけでした。香りのよいコーヒーを飲みながら周
りを見るとリサイクル品がたくさん置かれていて、自分の品物に値段をつけてい
た女性が親しげに話しかけてくれた。「自分には必要なくても、ほしい人が必ず
いるよ」と。半信半疑で、翌月から専用の棚を借り値段をつけて販売してみた。

アイルのスタッフや会員さんに励まされ、売
れ行きも上々。沈みかけていた心に希望の
光が宿った。
　スタッフとして市民の文化活動のお手伝
いができるようになり、料理教室や映画会・
講習会・展示では写真愛好家や絵画・陶
芸・手芸作家さんとの素敵な出会いも数多

くありました。普通の市民のオリジナル作品がこれほどに見る人の心をゆさぶ
るのかと、まさに感動の日々です。
　7年程前、主に高齢者の日常生活の困りごと相談と、子どもの学習・生活を支
援する事業を担う「有償ボランティア」を募ったところ、「市民の皆様に必要とさ
れるなら、いつでも協力しますよ」と手
を挙げてくれた大勢の会員の笑顔は忘
れられません。私は本当にいいところに
いるのだなとしみじみ思いました。
　「前を向くと行く道、後ろを向くと来
た道」取りえのない私でも、長く生きて
いると自分なりの道ができている。人の
心に少しでも寄り添えるようになりたい
と思う今日この頃です。 NPO法人えにわ市民プラザ・アイル

事務局　　木 村　郁 子

ヘッドライト・テールライト
第13

回

友の会は1930年ジャーナリスト・教育者である羽仁もと子を中心に雑誌「婦人之友」の愛読者
によって生まれた団体で全国各地にあります。千歳友の会は千歳と恵庭に住む会員が集まって
衣・食・住・子ども・家計の勉強をしながら活動しています。どなたでもいつからでも会員にな
れます。お問合せは、千歳友の会（TEL 0123-24-9078）まで。

　Instagramアカウント　@chitosetomonokai

麹を使って食

鮭のホイル焼き

白菜の塩こうじ浅漬け

野菜の蒸し煮
腸内環境を整えて、身体の免疫力を高める麹（こうじ）。この冬は、塩こうじと甘酒を使って「腸活」にチャレンジしてみませんか？

★作り方
① アルミホイルを敷き、バター、鮭、好み
のきのこ、の順でのせて包む。
② グリルで7～8分焼いて完成。

★作り方
① 白菜は2～3cm幅に、人参は細切り、
　きゅうりは斜めに薄切りする。
② 厚手のビニール袋に①を入れ、塩こうじを入れて
袋の口を閉じて上からもむ。冷蔵庫で一晩置く。

★作り方
① フライパンに切った野菜を入れ、オ
リーブオイルを上から回しかけて塩麹
をのせる。
② フライパンに蓋をして中火にかけ、
時々混ぜながら野菜がしんなりするま
で蒸し煮にする。

★材料（4人分）
・甘酒で塩抜きした鮭 …………… 4切れ
・バター …………………………… 適量
・好みのきのこ（まいたけ、しめじ等） … 適量

★材料（4人分）
・白菜、人参、きゅうり ……合計500g
・生姜 … 適量　・塩こうじ … 大さじ2

★材料（4人分）
・ キャベツ、ピーマン、パプリカなど水分が少なめの
野菜2～3種類 …………………………………合計300g
・ベーコン …… 適量　　 　・塩こうじ …… 大さじ1/2

★作り方
① 塩鮭の表面に甘酒を塗りラップをして、冷蔵庫に入れる。
② 漬けてから4～5時間後に一度ひっくり返し、一晩置く。

〈甘酒を使った魚の塩抜き〉 甘酒に漬けることで塩が程よく抜け、
しっとりとした焼き上がりになります。

★材料（4人分）
・塩鮭 ……………………4切れ
・甘酒 ……………………100㏄

★材料（800g分）
・米麹 ………………………………200g
・もち米 ……………………………200g
・塩 …………………………………200g

〈塩こうじ〉 【下準備】野菜を食べやすい大きさに切る。

★作り方
① もち米を同量の水で柔らかめに炊く。
② ①が炊きあがったらボウルに移して塩を
混ぜ、人肌程度の温度になるまで冷ます。

③ ②に米麹をいれよく混ぜる。清潔なビ
ンにいれる。

④ 常温に置き、1日1回混ぜる。4～ 5日
繰り返したらそのまま常温で保存し、3
か月置いてから使い始める。

【下準備】もち米を洗い30分浸水させる。

※塩が多いので長期常温保存が可能です。


