
2021 年 2 月 5 日（金）ちゃんと 12

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�通所介護もしくは訪問介護の介護職員
資　格▶�要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�［介護職員初任者研修修了］時給900円〜 

［介護福祉士］時給1,000円〜 
※経験年数を考慮

時　間▶�8:50～17:30の間で実働4h程度～�
※時間応相談�

待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

経験者
優遇

看護師 ★扶養範囲内の勤務です パート
仕　事▶�デイサービスでのお客様の健康管理
資　格▶�看護師もしくは准看護師�

★扶養範囲内で働ける方
給　与▶�時給1,500円�
時　間▶�10:00～13:00
勤　務▶�週2～3日
待　遇▶�労災保険、通勤手当

扶養範囲内勤務

時給
1,500円!!

1日
3時間
  だけ！

看 護 師看 護 師

デイ
サービスきずな 〒061-1424

恵庭市大町1丁目8-5担当/もんま【受付/9～17時】
☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

パ 介護職員、看護師

市立千歳市民病院市立千歳市民病院

未経験者歓迎!

勤務開始日 応相談

職員募集職員募集

◆看護助手/採用日 随時
　≪若干名募集≫
資　格▶�不問
時　間▶���6:00～21:00��

※実働7h�※シフト制�
※配属先により始業時間が�
　変更となる場合有

給　与▶�月給144,606〜166,103円  
※資格等により賃金加算有

休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社保完備、雇

用保険、有給休暇、期末手当��
☆院内保育所利用可能

市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1

☎24-3000☎24-3000

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
千歳市会計年度任用職員申込書兼履歴書

（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

内線8232内線8232 総務課総務係https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、
�資格証明書等のコピーが必要です。）

臨 看護助手

ソーシャルワーカー

知ってるようで、
 知らない

コトバ

【福祉】生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会的に疎外されている人々
に対して、治療者とは異なる立場から、総合的かつ包括的な援助を提供する社会福祉専門職の総称。

仕　事▶�学生さんの朝食・夕食作り、皿洗い（食洗機有）
資　格▶�未経験者歓迎、年齢不問
給　与▶�時給900円〜
時　間▶�①6:00～9:30�②15:30～20:30��

※①②選択可（応相談）
勤　務▶週2～5日
休　日▶�日曜・祝日、夏休み、年末年始
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、

有給休暇有
勤務先▶�(有)ウェルドーミ恵庭�

（恵庭市中島町2丁目7-7）

㈱リョクサン 恵庭市中島町2丁目7-6 ㈲ウェルドーミ恵庭 恵庭市中島町
2丁目7-7

まずはお気軽にお電話ください。

☎34-1003
 090-9751-3257 採用係

【受付/10～15時】

担当/手島
【受付/9～17時】

まずはお気軽にお電話ください。
面接時は履歴書をご持参ください。

090-1773-9573

期　間▶�5月～12月末
仕　事▶�造園、土木作業全般、ガーデニング工事
資　格▶�要普通免許、未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�日給8,000〜10,000円
時　間▶�7:30～17:00�※残業の場合有
休　日▶�日曜�

※その他、希望による
待　遇▶社保完備、昇給有、車通勤可
勤務先▶�(株)リョクサン�

（恵庭市中島町2丁目7-6）

調理員調理員
造園造園スタッフスタッフ
募集募集!!!!
★男女問わず活躍中!★男女問わず活躍中! ★年齢不問！未経験者歓迎！★年齢不問！未経験者歓迎！

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

募募
集集

食堂リニューアルオープン!!3月に

綺 麗 な 施 設 で 気 持 ち よ く 働 き ま せ ん か ？綺 麗 な 施 設 で 気 持 ち よ く 働 き ま せ ん か ？

期 造園スタッフ　アパ 調理員

時　間▶�①9:00～13:00�②13:00～17:00�
③17:00～21:00�※実働4h、シフト制

勤　務▶�週3～5日
給　与▶�時給886円 ★日曜・祝日は時給+100円  

※試採用期間4ヶ月/時給861円

レジ（サポート） パート

時　間▶�①7:15～11:15�or�8:00～12:00�
②12:00～16:00�※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

デリカ担当 ★1日4時間からOKパート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/佐藤

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

★  学生大歓迎!!
高校生もOK

時　間▶17:00～21:00
勤　務▶�週3～5日
給　与▶�時給861円

レジ兼品出し アルバイト

アパ 下記参照

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶�即日～長期
資　格▶�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶�時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶�20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～�★WワークOK
待　遇▶�労災保険、週払い可、車通勤可、�

無料駐車場完備、服装自由

服装自由!!服装自由!!
1,0001,000円円

★WワークもOK！ ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金�9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

ア 荷物の仕分け

仕　事▶�生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶�年齢不問（健康な方）�★短期もOK
給　与▶�1部配布7.5円〜（ページ数により変動あり） 

＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞
勤　務▶�毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶�木曜/5:00～19:00　金曜/5:00～18:00の間で実働1～3h位（配布場所による）

千歳市北斗4丁目
13番20号 ☎0123-27-0911応募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

皆勤賞皆勤賞あり！あり！

1ヶ月休まずがんばろう！1ヶ月休まずがんばろう！

★�他の配布地域もございます。�
詳しくはお電話でご相談ください！

配布員配布員
募集募集

千歳市
みどり台南2丁目

富丘4丁目

稲穂4丁目

豊里2丁目

弥生3丁目（左）

弥生3丁目（右）

寿1丁目

旭ヶ丘2・3丁目

自由ヶ丘1丁目

北斗1丁目

北斗2丁目

信濃3丁目（右）

信濃４丁目（右）

新富3丁目（左上）

新富1丁目（上）

若草2丁目

若草3丁目

文京4丁目

恵庭市

島松本町2丁目

島松本町3丁目（右）

島松東町2丁目

恵み野西4丁目

恵み野西6丁目（左下）

中島町4丁目（左）

中島町6丁目（左）

柏陽町1丁目

柏陽町3丁目（下）

有明町3丁目

有明町5･6丁目

美咲野3･4丁目

美咲野5･6丁目

福住町2丁目

緑町2丁目

泉町

駒場町5･6丁目

年齢
不問

短期
OK

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ

委 ポスティングスタッフ
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