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　こんにちは。最近は牛丼がマイブーム、千歳市埋蔵文化財セン
ターの和田です。連載第2回目の今回も、先日世界文化遺産登録の
勧告がなされ、さらに注目度が高まっているであろう「キウス周堤
墓群」についてお話しします。
  キウス周堤墓群には、現在9つの周堤墓が存在しています。皆様に
見ていただけるのは1 ～ 4号の4箇所。他の周堤墓は安全面などの
観点から見学をご遠慮いただいています。しかし、残念に思う必要
はありません。この4つは特にキウスを象徴するような周堤墓たち

（規模が大きい、周堤が連結している、石棒が出土しているなどの特
徴があります）なので、十分に楽しんでいただけると思います。
  実はキウス周堤墓群の史跡内は、
新型コロナウイルスの緊急事態宣
言により、世界文化遺産登録が勧告
された次の日から閉鎖していまし
た。せっかくお祝いムードで小躍り
していたのに・・・たくさんの方
に見ていただきたかったのに・・・
と寂しい気持ちでいっぱいでした。
しかし、そんな中でも我々は着々
と皆様をお迎えする準備をしておりました。見学コースにロープを
張ったり、ウッドチップを敷いたり、見学台を置いたり・・・そして、
ついに案内所や、ボランティアガイドさんによる現地ガイドも準備
が整いました。これでさらにキウスの魅力が伝わるといいな・・・！！
　皆様に安全にキウスを楽しんでもらいたい一心で準備しました。
とはいえ、キウスは森の中にあるので、虫よけ対策や服装、足元（サ
ンダルやハイヒールはNG）などを工夫し、万全の態勢で見学される
ことをおすすめします。
　見違えるようにきれいになったキウスを、早く見に来てもらいた
いです。

▲ウッドチップを敷いた「見学コース」

史跡キウス周堤墓群と当センターは7月11日（日）まで閉鎖中です。
閉鎖期間中でもご不明点等があれば当センターまでお問い合わせください。

「キウス」のいま 調査係　和田　由希絵

【Twitter やってます！ @kiusu_4210】
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千歳市文化財キャラクター
「ママチくん」千歳市長都42-1

〈開館時間〉9時～17時
〈開館日〉 月曜～金曜・毎月第2日曜 

※祝日は休み

Tel.24-4210
千歳市埋蔵文化財センター

千歳　埋蔵文化財

　支笏湖ではエゾハルゼミの大合唱が響き渡っています。
　名前に「エゾ（蝦夷）」とつきますが、北海道から九州まで広く分布し
ています。涼しい場所を好むので、関東より南では標高の高い山でしか
声を聞くことはできませんが、冷涼な北海道では平地や低い山でも聞く
ことができ、支笏湖ビジターセンター周りでは大音量で聞こえます！
　支笏湖畔で今年初のエゾハルゼミの鳴き声が聞かれたのが5月30日
（日）午前(支笏湖ビジターセンター調べ)。気温が15℃近くまで上がり、
日差しが照った短い間のことでした。6月に入ってから最高気温がぐん
ぐん上がり、それとともにエゾハルゼミもどんどん鳴き始めました。お
客さんからはよく「この声はカエルですか？」と聞かれます。
　「ミョーキン、ミョーキン、ケケケケケケケ」
　一匹鳴き出すと競うように次々と
鳴くため、辺りが一気ににぎやかに
なります。エゾハルゼミの鳴き声を
聞くと私たちの体感温度もぐっと上
がる気がします。そんな鳴き声も7
月に入ると徐々に聞こえなくなって
いきます。続いて、夏のセミたちが
鳴き始めます。
　さて、私たちビジターセンターも国の緊急事態宣言を受けて、5月16
日(日)より6月20日(日)まで休館し、その間に予定していた行事など
はすべて中止しました。6月21日（月）のビジターセンターの再開に伴
い、イベントも順次復活しています。今月は7月17日(土)の森と谷の探
検ツアー「シシャモナイ沢探検」（有料）、7月18日(日)の支笏湖子ども
Day！「水辺の生き物観察Day」(有料)、7月25日(日)には自然ふれあ
い行事「夏の支笏湖！生き物さがし」（無料）を予定しております。お問
合せ・お申し込みは自然公園財団支笏湖支部☎0123-25-2453まで。

支笏湖ビジターセンター　
佐々木　香澄

支笏湖支笏湖だよりだより
エゾハルゼミの大合唱

元気に鳴くエゾハルゼミ

web

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《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

土日勤務
できる方
大歓迎!!

スタッフ募集
◆精肉◆精肉

◆鮮魚◆鮮魚

時　間▶①8:00～13:00 
            ②12:00～17:00

時　間▶8:00～13:00

給　与▶�時給881円　　　
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇、制服貸与

千歳 パ 店内業務　

 

共
通
項
目

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

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

�電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

ライオン歯科クリニック
■歯科・矯正歯科・小児歯科
〒061-1373　恵庭市恵み野西1丁目8-2 （JR恵み野駅徒歩1分）

採用係☎（0123）39-7111

★JR恵み野駅前で通勤便利★

診療室清掃診療室清掃及び及び滅菌消毒滅菌消毒
スタッフ募集!スタッフ募集!
給　与▶ 時給865円
時　間▶ ①13:30～17:00　 

②17:00～19:00 
※別々でも通しでも可能

休　日▶ 水曜・日曜・祝日 
（祝日がある週は水曜勤務）

待　遇▶ 車通勤OK

1名1名
募集!募集!

恵庭 パ 清掃

お客様に喜びを届けるお仕事です。

期　間▶7月下旬～長期　★今回は長期の募集です
仕　事▶ 電話受付業務
資　格▶ 不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶ 時給900円

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初心者大歓迎!!初心者大歓迎!!

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!

土日の勤務が可能な方大歓迎!!

時　間▶ 9:00～18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶ 月9～10日 ※時期により変動有
勤　務▶ 週4日～
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳駅から送迎有!

千歳 ア パ 電話受付業務

3名3名
募集募集組織拡大に向け

《ウェブサイト》 http://bibigawa.or.jp

〒059-1361�苫小牧市字美沢193番地1
【応募】写真付履歴書をご郵送ください。

☎0144-58-2435
担当：長嶺社会福祉法人�美々川福祉会

仕　事▶ 障がい者支援施設での日中活動および 
夜間の生活支援業務等

資　格▶ 要普免、高卒以上、PC操作ができる方、 
資格・経験不問、未経験者歓迎

時　間▶ 8:45～17:30（休憩45分）、 
17:00～翌10:00（休憩120分）  
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 週1日以上、年間休日/令和2年実績127日、 
リフレッシュ休暇有

給　与▶ 月給202,500円〜（処遇改善手当含む）�
※夜勤手当/1回4,000円（月4回程度）

待　遇▶ 各社保完備、損害保険有、車通勤可、 
交通費規定支給、退職金制度有

福 祉 資 格 ・ 経 験 は福 祉 資 格 ・ 経 験 は 不 問 ！  不 問 ！  ↓当法人で作っている製品の一部です↓

「人のあたたかさ」を
感じるお仕事です。
ぜひ一度、お話を
聞きに来てください。

美々川せっけん菌床しいたけ

支 援 員 募 集支 援 員 募 集
昇給
制度有

正職員

苫小牧 正 支援員

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

清掃清掃
千歳 ア パ 清掃

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

◆千歳市北光2丁目
仕　事▶ 院内の清掃
時　間▶ ①6:00～10:00（4h） ※月～金曜 

②6:00～8:00（2h） ※日曜のみ
給　与▶時給865円
勤　務▶ 週2日～（シフト制） ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤応相談
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