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求人広告の
お申し込みは
■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新派 学校法人 鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 TEL.0123-34-0019

北海道文教大学HBUHOKKAIDO BUNKYO UNIVERSITY
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   外出の少ない冬期間に市民のみなさんが自宅で制作した作品を展示する「第 2回 ちとせ
de コレクション～たのしく過ごそう冬ごもり～」が、4月 21 日（水）～ 24 日（土）に
千歳市民ギャラリーで開催されます。このコーナーでは展示作品の一部をご紹介します。
   作品展についてのお問い合わせは、千歳市介護予防センター（TEL0123-23-0012、
FAX0123-23-0022）まで。

おままごとセット
フェルトで作ったおいしそうなお弁当やスイーツ。
お孫さんのために作られたそうです。

和紙のお人形
色とりどりの和紙でかわいらしいお人形をたく
さん作ってくださいました。

小物入れ
空き箱をきれいな折り紙で飾って、素敵な小物
入れに。

ストール・ティッシュカバー
久しぶりのミシンで苦戦した、とのことですが、
素敵な作品に仕上がっています。

リラックマの折り紙
楽しそうなリラックマとお友達はすべて折り紙で
作られています。

色鉛筆画
似顔絵やお家の猫ちゃんなど、優しいタッチで
描かれています。
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ガーデン歯科

募集!!

歯科
衛生士

まずはお気軽に
お電話ください。

資　格▶ 歯科衛生士資格
給　与▶時給1,200～1,500円　 
時　間▶ ①月、火/午後14:30～19:30　 

　※その他応相談　 
②土/9:00～13:00 

勤　務▶週1日～OK
休　日▶水、日、祝
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

〒061-1374
恵庭市恵み野北6丁目1-56

☎0123-39-7770

週1日～
OK! 

恵庭 パ 歯科衛生士

パート

千歳市釜加135番地（勤務先）

☎22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶即日～9月
仕　事▶ ワゴン車・2tトラックドライバー等
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、車通勤できる方
給　与▶日給8,000円～ 
時　間▶ 8:00～17:00
勤　務▶シフト制（柔軟に対応します。）

正社員も募集中!! ★未経験者・経験者歓迎！

ドライバー募集!!
千歳 ア パ ワゴン車、2tトラックドライバー

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

◆売店スタッフ
仕　事▶ 自衛隊内にある売店での品出し・ 

レジ・清掃等の店内業務全般。
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円～
時　間▶ [平日]9:00～20:00の間で4～5h 

[土・祝]10:00～15:00  
[日]9:00～18:00の間で5～6h

勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料

駐車場有）、制服（エプロン）貸与、有給休暇、試用
期間3ヶ月有

勤務先▶ 東千歳駐屯地 東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

千歳 パ 店内業務全般

未経験者歓迎!

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
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

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。

恵庭 パ 介護職員

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088C・TEC株式会社 札幌営業所

仕　事▶客室清掃  
時　間▶ 9:00～15:00 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK  
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇
勤務先▶JRイン千歳（千歳市末広6丁目） 

客室清掃スタッフ

客室清掃スタッフ
JRINN千歳勤務先 JR千歳駅のすぐとなり！

GWに向けて増員募集!
★学生さんも歓迎≪高校生も応募ください！≫

★扶養内勤務OK
★即面接・即勤務OK！ 時給1,000円

千歳 ア パ 客室清掃

仕　事▶  病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月） ※更新有
給　与▶  時給900円 ※22時～翌5時は深夜割増有 
時　間▶ ①17:15～翌8:45（実働8.5h） 

②8:45～17:15（実働7.5h） 
③17:15～翌11:45（実働11.5h） 
④20:15～翌8:45（実働6.5h） 
⑤8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶ 週2～3回、シフト制
待　遇▶ 労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有） 
勤務先▶ 千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】  担当/小松
株式
会社

未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

千歳 パ 病院の夜間受付

◆葬儀場での館内日常清掃、ベッドメイク
時　間▶ 葬儀の施行状況による　 

※例/13:00～18:00、8:30～14:00
勤　務▶葬儀施行時
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

ベッドメイク手当有
勤務先▶ やわらぎ斎場恵庭/恵庭市有明町6丁目1-25

お時間に余裕のある方お待ちしております♪

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募☎33-8225 ［担当］
採用係

清掃スタッフ募集!

Wワーク
OK!

恵庭 パ 清掃

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶ ①8:00～17:00 

②8:00～13:00、12:00～17:00 
※年末は早出・残業有

勤　務▶週5日
休　日▶ 原則日曜、他週1日
給　与▶①時給871円 ②時給861円
資　格▶ 18歳以上、未経験者歓迎、長期勤務できる方
待　遇▶ ［①のみ］健康保険・厚生年金［①②共通］雇用保

険、制服貸与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通
費規定支給 ※上限月1万円）、食事補助制度有

工場勤務が初めてでも

大丈夫!!

食品製造スタッフ募集!!
主婦（夫）さん歓迎!! 長期安定です！

恵庭市内
送迎バス有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業

明るくて元気な方大歓迎♪
仕　事▶ 農産物及び農畜産物加工品の販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可、土日祝勤務できる方
給　与▶ 時給865円
時　間▶ 8:00～20:00の間でシフト制（実働8h）
休　日▶  週1～2日、シフト制
待　遇▶  社保完備、交通費支給
勤務先▶ JA道央 新千歳空港店

まずはお電話ください。 

☎21-8160
（受付/平日9～17時）

担当／福本・高

恵庭市島松仲町2-10-14JA道央グループ（株）ジャンス

JA道央 
新千歳空港店 パート募集!!
千歳 パ 販売

勤務先▶ JR島松駅～JR恵庭駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ 現場による 

例/JR新千歳空港駅の場合 
　 ①8:50～12:50（実働4h） 
　 ②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） ※シフト制

給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

千歳・恵庭 パ 清掃


