
2021 年 7 月 30 日（金）ちゃんと 12

仕　事▶�店内の床掃き・拭き、�
窓・ショーケースの拭き取り等の清掃

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給920円  

※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶��7:00〜10:00　※実働3h程度
勤　務▶�金、土、日、月　※応相談
待　遇▶�労災保険

(有)はるかカンパニー
〒061-1447　恵庭市福住町2丁目1-10

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎32-2046
阿部精肉店

清掃清掃スタッフ募集!スタッフ募集!
★勤務日数応相談!

50代･
60代も
大歓迎‼︎

WワークOK︎

★未経験者歓迎!

恵庭 パ 清掃

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

恵庭 派 部品製造

長 期 安 定長 期 安 定
製造スタッフ募集 !製造スタッフ募集 !

《深夜時給》11,,375375円円
［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶�プリント配線基板検査・製造業務。素材に穴を

あけたり、切断したり等、機械を使用した作業
が中心です。重労働はありません。

期　間▶�即日〜長期　　
資　格▶�未経験者歓迎、資格不問
給　与▶�時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶�8:30〜17:00、20:30〜翌5:00�

※シフト制
勤　務▶�4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）�

※GW・お盆・お正月は長期休暇取得可能
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

島松店 恵庭市島松旭町
1丁目1-1

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

恵庭 ア パ レジ

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①9:00〜13:00�

②13:00〜17:00�
③17:00〜21:00�
※9:00〜17:00も可

☎39-7777応募

島松店の
Web応募
はコチラ

[担当]店長

レジスタッフ�
募集!!

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

仕　事▶�調味料の包装作業、パレットへの移動等
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、�

車通勤できる方
給　与▶�時給915円～
時　間▶�10:00〜16:00（実働5h、休憩1h）
休　日▶�土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、無料駐車場有、�

作業服貸与、有給休暇

女性多数活躍中!!女性多数活躍中!!
千歳・恵庭在住の千歳・恵庭在住の時給915円〜

扶養内
OK

まずはお電話ください。職場見学もOK!! 

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6�
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

カンタン作業！ イチから丁寧に教えます★

安平 パ 食品梱包作業

未経験者歓迎！
研修制度あります♪

MMS マンションマネジメントサービス㈱

電話の上、写真付履歴書持参�※面接は当社または千歳市内

苫小牧市若草町3丁目2-7大東若草ビル4F

～札幌時計台指定管理者～
☎0144-35-1371

◆千歳市文京
期　間▶2ヶ月毎の更新制
仕　事▶�受付、巡回、点検、清掃、草刈、除雪等
資　格▶�65歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給861円
時　間▶�月・火・水・金・土/8:30〜15:30、木/8:30〜12:00
休　日▶�日・祝、夏季・年末年始
待　遇▶�交通費実費支給、制服貸与、車通勤応相談、試用期間2ヶ月有

60歳以上60歳以上
も歓迎!!も歓迎!!

千歳 パ マンション管理員

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�訪問介護職員
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〜�※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

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

資　格▶�（幼・小・中・高）教諭・保育士・社会福祉士・
高校卒業後2年以上社会福祉事業に従事
した者、無資格者OK、その他

給　与▶�資格有/時給1,160円 
　　　 月給145,000円　 
資格無/時給1,000円

時　間▶��［基本］13:00〜18:40　�
［休校日］7:55〜18:40�
※ともに実働2〜6h（応相談）

勤　務▶週3日〜OK
待　遇▶�健康保険、厚生年金、雇用保険、�

労災保険、通勤手当、扶養内勤務可能、�
期末手当�

恵庭市南島松
27番地

無資格者OK！ 経験者尚OK♪

アソカ学園 島松幼稚園

学童クラブ支援・補助員学童クラブ支援・補助員

ま ず は お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い 。

☎0123-36-6655
担当/高坂　受付/平日9〜17時

業務広大に伴う募集！
恵庭 パ 支援員・補助員

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

大規模農場で運転しませんか？
仕　事▶�トレーラー・ダンプ（3t、4t）・軽トラックを

使用して、野菜や肥料、機械の運搬
資　格▶大型自動車免許、けん引免許、経験者優遇
給　与▶�月給175,000～230,000円+残業代
時　間▶6:00〜（月による）�※一年変形労働時間制
休　日▶�週1日〜、夏季(5〜6日)、冬季(12〜16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

〒066-0001�千歳市長都1010番地

農業生産法人

㈱けーあいファーム

農場運転手
急募!1名

千歳 正 ドライバー

農業生産法人

㈱けーあいファーム
〒066-0001�千歳市長都1010番地

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶時給870円～ ※経験・能力による
時　間▶�6:00〜18:00の間で4〜8h�※応相談
勤　務▶週2日〜OK

◆正社員
給　与▶�月給175,000～230,000円+残業代
時　間▶�6:00〜18:00の間で8〜9h��

※シフト制�※1年変形労働時間制
休　日▶�週1日〜、夏季(5〜6日)、冬季(12〜16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与

有、有給休暇、社員割引有、寮完備、�
試用期間3ヶ月（同条件)

資　格▶�高卒以上、要普通免許、�
フォークリフト免許・大型特殊免許・�
大型自動車免許持っている方優遇

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月

8月～11月
★ 希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ 

の収穫作業もあります。（12月～翌3月）

こんな野菜作ってます!▶▶

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪ キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、麦、大豆…

野菜の収穫･農作業野菜の収穫･農作業
小さいお子さんがいるスタッフ多数!!小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

通年雇用なので長く働ける!!

千歳 正 ア パ 収穫・農作業

パート･アルバイトも同時募集! ★即日～通年雇用

みどり台北１・２丁目
みどり台南3丁目
長都駅前5丁目
住吉1丁目
豊里2丁目
信濃2丁目
新富1丁目
春日町2丁目
白樺4丁目
文京5･6丁目

島松本町2丁目
恵み野東4丁目
恵み野南4丁目
恵み野西6丁目
黄金南4丁目
中島町4丁目

柏陽町１･2･３丁目
有明町3丁目
福住町1丁目

千
歳
市

恵
庭
市

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）皆勤賞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！

年齢不問

短期OK

あり‼︎

配布員配布員募募
集集

自分のペースで
仕事が出来るよ！

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

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

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

聴く事を中心に高齢者とのコミュニケーション能力
を得て､心のケアをする資格。
傾聴とは､耳と目と心でしっかりと聴き､相手の心に
寄り添うことです。
不安やストレスを和
らげることができる
ため､介護や医療の現
場で活躍できます。
また､普段の生活でも
役立つので､コミュニ
ケーションに苦手意
識がある方にもオス
スメです。

高齢者傾聴
スペシャリスト

話を聴き、話を聴き、
心のケア！心のケア！

お料理の好きな方歓迎!!お料理の好きな方歓迎!!

金森

☎0123-23-5090
☎0123-46-5891
千歳市高台5丁目5-2

担当/
金森

お気軽にお電話ください。

資　格▶健康な方
仕　事▶食事作りと清掃
給　与▶時給960円
時　間▶9:00〜13:00�※応相談
勤　務▶週3日程度�※応相談
待　遇▶交通費支給
勤務先▶�千歳市高台5丁目5-2�

（サツドラ千歳高台店から徒歩1分）

千歳 パ 賄い

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶��病棟業務
資　格▶��有資格者、�

60歳まで（定年雇用止めの為�※更新有）
給　与▶��看/月給216,000円～  

准/月給175,000円～ 
資格手当 看/20,000円 准/10,000円 
賞与年2回（夏・冬） 
夜勤手当 看/18,000円 准/16,500円 
準夜勤手当 看/5,800円 准/4,800円

時　間▶��当院規定による（2交替制、準夜勤有）
休　日▶�4週8休+祝日（シフト制）

時給11,,220000円円～～
●●実務経験実務経験がある方がある方
●�保険請求事務や�●�保険請求事務や�
医療事務等の�医療事務等の�
資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正職員登用
実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

準職員 看護補助者
仕　事▶��病棟における看護補助業務�

看護師の補助や患者さんのお世話等を行いま
す。介護士や看護師等を目指す土台となる経
験を積むことができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

正職員 看護師･准看護師

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準職員 医療事務員
仕　事▶医療事務業務
資　格▶��経験者優遇
給　与▶��時給1,200円～
時　間▶�月・火・木・金/8:45〜17：30�

水・土/8:45〜12:45
休　日▶日曜・祝日

医療事務医療事務 スタッフ募集スタッフ募集

こ
ち
ら
も
募
集
中

大 歓 迎

増員の増員の
ためため

千歳 正 看護師･准看護師 準 医療事務員、看護補助者
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