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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！
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　北見市出身。国際協力機構からの派遣で恵庭市役所に勤務。現在まで中南米 
カリブ地域(ボリビア、キューバ、グアテマラ、ホンジュラス)で国際協力事業に 
従事。数回に分けてコラムを書かせていただきます。宜しくお願いします。

化多様な文 生 るき 代と

　「子供たちが武器の代わりにスポーツシューズを手にとってくれ
ることを願う」この言葉は、2012年のロンドンオリンピック男子
20㎞競歩でグアテマラ人として初めてオリンピックメダルを獲得し
たエリック•バロンド選手が英国放送協会(BBC)に対して語った言葉
を意訳しました。グアテマラでは貧困や教育不足などから麻薬•犯罪
組織に加入してしまう青少年が多数おり、このような問題を懸念し
てエリック選手はこう述べたのだと思います。グアテマラでは人口
の約59%が貧困状態、約20%が極貧状態(1日1.9米ドル未満で生
活)という状況で、親の手伝いをするために学校の授業に行けない子
供たちも沢山います。日本で生活していると、他国のこのような状
況を見聞きすることはなかなかないかもしれませんが、この機会に
世界の貧困問題に興味を持っていただければと思います。蛇足にな
りますが、生活に苦しい人たちであっても、私が出会った人達は概
ね携帯電話を所有していることには驚きました。携帯電話は、今や
人間の必需品だとつくづく思いました。
　さて、再びエリック選手に話題を戻すと、彼は慈善活動にも熱心
でこのコロナ禍でも仲間と共に寄付を募り、貧困世帯に食料を配布
する活動を行っています。また首都グアテマラシティには彼の名前

がついた巨大な総合スポーツ公園
もあり、正真正銘のグアテマラの
英雄と言えるでしょう。今回が3
回目のオリンピック出場になりま
す。是非、皆さんも応援してみて
ください。(尚、2012年のロンド
ンオリンピックでは、惜しくも1位
との差は11秒でした！)

子供たちが武器の代わりにスポーツシューズを
手にとってくれることを願う第二回

恵庭市企画振興部 企画課 杉本 要

■エリック・バロンド選手
（提供：グアテマラオリンピック委員会）

	 千歳市	保健福祉部	健康づくり課	健康企画係
	 ☎0123-24-0768（平日8時45分～ 17時15分）
		 FAX	24-8418

内 容　・栄養講話「私たちの元気を支える、野菜の力を知ろう」	
　　　　・ヘルシーメニューの試食（レシピ付）
対 象	 ご自身の健康づくりに興味のある千歳市民
と き	 令和3年7月28日（水）　10時30分〜 12時30分
ところ	 千歳市総合福祉センター 3階
参加料	 500円（食材費）
定 員	 先着15人
申込締切	 7月16日（金）まで

千歳市からのお知らせ

問合せ
申込

7月28日

健康的な食事の秘訣健康的な食事の秘訣〜基礎編〜〜基礎編〜
高血圧の予防にも、肥満の解消にも、野菜を味方につけると効果大！そんな
野菜の摂り方を、プロから学んでみませんか？健康的な食生活を送るための

「コツ」をたっぷりお伝えします。
※当日はマスクの着用のご協力をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむを得ず中止や変更になる 
　可能性があります。

令和3年度 千歳市健康づくり教室

	 千歳市教育委員会生涯学習課生涯学習推進係
	 ☎0123-24-3153
	 https://www.harp.lg.jp/mEO0BIol

と き	 8月7日（土）10時〜 12時00分
と こ ろ	 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）4階大会議室
対 象	 千歳市在住の小5〜小6
講 師	 畳職人のみなさん（厚生労働省認定技能士ものづくりマイスター）
定 員	 30人（定員を超えた場合は抽選）
申 込 み	 WEB又は電話で申込み
持 ち 物	 	マスク着用、筆記用具
	 ※事前に家庭での検温をお願いします。
	 ※「学校の新しい生活様式」に準じたコロナ対策に対応して実施します。
受 付	 7月14日（水）、15日（木）、16日（金）の3日間　	
※参加決定者のみ、7月19日（月）以降、はがきでお知らせします。

千歳市教育委員会生涯学習課からのお知らせ

問合せ
申込

8月7日

夏休み子ども体験教室

日本伝統の技！ 小物置きにぴったりの、 
素敵なミニ畳づくりに挑戦します。

ミニ畳づくりに挑戦

キューちゃんの

今日は何の日？

7月9日は「ジェットコースターの日」
　1955年7月9日、日本初の本格的なジェッ
トコースターが設置された後楽園ゆうえん
ち（現在の東京ドームシティアトラクション
ズ）がオープンしたんだ。このジェットコー
スターは全長1,500m、最高速度55km/h、
所要時間2分10秒だったそうだよ。

厨房スタッフ厨房スタッフ
長期で本店 北広島も 長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!通勤可能な方歓迎!

募募
集集

仕　事▶�アミューズメント施設内の厨房にて、�
簡単な調理業務

給　与▶�時給880円
時　間▶�9:00～15:00�※応相談
勤　務▶週3～4日
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市恵み野西1丁目4、北広島市中央3丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パパーーララーー恵み野恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9〜17時

恵庭・北広島 パ 厨房

時間時間
応相談応相談

期　間▶�9月～翌3月頃�
※次年度以降継続雇用の可能性有

仕　事▶�玉ねぎ、馬鈴薯等、野菜の選別・パック詰め
資　格▶�未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶��8:30～17:30�※実働8h
勤　務▶週5日�★週2～3日でも可�※応相談
休　日▶�土日祝�※繁忙期は土曜日出勤の場合有
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、�

交通費規定支給、車通勤可�

恵庭市戸磯
193-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-35-3131
株式会社HAL GREEN

時給1,000円 土日祝休み

扶養内
勤務も可

受付/8:30～17:30
担当/吉岡

恵庭 パ 野菜の選別・パック詰め

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

葬儀やお墓､遺産相続などいわゆる｢終活｣に関する
アドバイスを行うことができる資格。
葬儀社や保険業の方や､親の終活や介護などを考え
る方々が取得しています。
この資格に必要なの
は知識と人の話をし
っかりと聞くことが
大切です。
他にも､終活カウンセ
ラーや終活マイスタ
ーなど似たような資
格が7つある。

終活アドバイザー

ライフプランをライフプランをサポート！サポート！

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給900円〜��

②時給861円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30～16:15（実働7h、休憩45分）�

②10:00～15:00（実働4.5h、休憩30分）
勤　務▶�①週休2日制　②週3日～（応相談）
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃員

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃員

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶�日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩1h）
　　　　夜勤/�16:00～翌8:00（実働14h、休憩2h）��

※月4～5回
休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
勤務先▶�特別養護老人ホーム　やまとの里�

（千歳市大和4丁目2-1）

資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月165,000円〜300,500円+夜勤手当�

（資格、処遇改善手当、特定処遇改善含む）�
※年齢・経験に応じて支給（処遇改善手当、�
特定処遇改善手当は偶数月支給）

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、�
扶養手当、住宅手当（規程による）、寒冷地手
当（11月～3月）、有給休暇、交通費規程支給、
車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

共
通
項
目

応募社会福祉法人

千歳福祉会 〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1 採用担当/中尾�（受付/9:30～17:30）

介護職員募
集

正職員
準職員

特別養護老人ホーム 暢寿園のスタッフも同時募集!

正
職
員

準
職
員

賞与年2回有 各種手当有

雰囲気が気になる方は、HPをご覧ください♪男女男女問わず問わず
幅広い年齢層幅広い年齢層がが
活躍中!!活躍中!!

千歳 正 準 介護職員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶�月149,250〜254,250円�

+夜勤手当（10,000円/回)　�
※処遇改善手当含む（偶数月支給）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、車通勤可、�
賞与年2回（2.55ヶ月分）、介護福祉士手当5,000円

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

夜勤の可否
対応可能!

�入社後すぐに使える�入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度有!!有!!

清掃清掃スタッフスタッフ千歳千歳
恵庭恵庭

◆【千歳市泉沢】日本血液製剤機構
給　与▶時給870円〜
時　間▶7:00～11:00（実働4h）�
休　日▶土･日曜、祝日

パート
◆【千歳市蘭越】ザ・ノースカントリーGC
期　間▶即日～11月下旬
給　与▶�時給950〜1,000円
時　間▶�①10:00～19:00位まで（実働3.5～8h）�

②8:30～12:30�③6:30～10:30
勤　務▶�週3日～（応相談）

◆【千歳市清流】北星病院
給　与▶時給950円
時　間▶7:30～11:30（実働3.5h）�
休　日▶日曜日

◆【恵庭市島松沢】エルムカントリー（浴室の清掃です♪）
期　間▶即日～11月末頃まで
給　与▶時給950円
時　間▶6:00～11:00（実働5h）�
休　日▶週2日

《全体共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上で加入

応募
千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

千歳・恵庭 パ 清掃


	13_q07

