
2021 年 8 月 20 日（金）ちゃんと 12

仕　事▶�野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフトを�
使用し、野菜類などの運搬作業

資　格▶�フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶週3～6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、�

社員登用制度有

千歳市上長都1160-21

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
トライフード（株）

フォークリフト
スタッフ募集!!

千歳 ア パ フォークリフトスタッフ

日数日数
応相談!応相談!

千歳航空基地でも同時募集です!  ※委細面談

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶�①5:30～13:30�②9:30～18:45�
※①②選択できます。

給　与▶�時給900円～
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地�

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶�週2日程度��

★GW、お盆、年末年始にまとまった�
　お休みを取ることも可能！

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、社保完備、�
正社員登用有、試用期間有（経験・能力による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911☎011-207-0911担当/サトウ

★長期安定 ★車通勤OK ★残業なし ★未経験者歓迎

異業種からの転職者異業種からの転職者もも
積極採用します!!積極採用します!!

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有

食器洗浄食器洗浄
スタッフ募集スタッフ募集

千歳 パ 食器洗浄

(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

◆ 医療機関の入口・受付付近等、 
外来周辺の日常清掃

時　間▶6:00～8:30
給　与▶時給900円
勤　務▶火・木・土
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

◆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/9:00～13:00、13:00～17:00　
給　与▶�時給900円
勤　務▶葬儀施行時
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

短時間
勤務

Wワーク
OK

扶養内
勤務OK

恵庭 パ 清掃

待　遇▶�昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶�未経験歓迎・無資格もOK�

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可�
��（約半額の還付金制度有）

勤務先▶�小規模多機能ホーム�エルムの家�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）

共
通
項
目

仕　事▶�入居者･認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶�正/月給198,693～209,230円 

　 ※経験・年齢・資格による  
　 ※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、 
　　 処遇改善手当を含む 
パ/時給863～890円

時　間▶�正/［日勤］8:30～17:30���
　��［早出］6:30～15:30�
　��［夜勤］15:30～翌9:30��
　��※利用者状況により遅番有�
パ/応相談（短時間も可）

勤　務▶�4週8休�★年3日特別休暇有

正
社
員･

パ
ー
ト

働きながら えみな介護職員養成講座で働きながら えみな介護職員養成講座で
初任者研修受講できます♬初任者研修受講できます♬資格資格がないがない方でも方でも

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

☎23-2262（えみな�うらら家
か

）

千歳市勇舞1丁目2-2㈱えみな

株式会社えみなは「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。

080-7656-6610

安心出来るよう、ペア指導で覚えて頂きます。
仕　事▶�入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務19,174～19,798円
時　間▶�15:30～翌9:30
勤　務▶�週1～2回�※回数、時間応相談

夜
勤
専
任
パ
ー
ト

Wワーク
OK

千歳 正 パ 介護職員

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４～5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪

ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

資　格▶�未経験者歓迎、�
金・土に勤務できる方歓迎

給　与▶時給865円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶�日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
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

未経験者歓迎! 時間応相談♪

資　格▶��要普免、車通勤できる方、�
60歳まで（定年雇用止めの為）

給　与▶�月給174,000円～ 
+残業手当+家族手当等 

（試用期間中は時給865円）
時　間▶��7:00～16:00��

※夏～秋は2h程度残業有
休　日▶�日曜、祝日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

【パート】野菜のカット等の加工業務

【正社員】 配達スタッフ 青果部 販売ルート

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 正 配達パ 野菜の加工

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎ 24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶�隊舎の清掃�

（共用部分、廊下･トイレ･小さいお風呂）
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～15:00の間で4.5h
勤　務▶�週2日（月・金）�

★お盆、年末年始はお休みです。
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

仕事に慣れるまで丁寧に指導いたします!

清掃員清掃員
募集!!募集!!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

千歳 パ 清掃

東洋ワーク株式会社 札幌市豊平区美園3条3丁目1-27
■業務請負業・労働者派遣（派04-010080）

0120-451-457
面接はお住まいの地域で行います。

お気軽にご応募ください。

Web応募も出来ます!詳しくはこちら!

資　格▶�フォークリフト免許・高所作業車・玉掛・�
建設車輛等、何れか持っていればOK

時　間▶�8:30～17:30
給　与▶�時給1,200円
休　日▶�土日祝　※希望者は土曜出勤も可　�

※勤務は週3日～OK

建設車両の洗車業務
恵庭市戸磯

時　間▶�8:00～17:00　※残業有
給　与▶�時給1,050円
勤　務▶4勤2休

フォークリフト作業（飲料ケースの運搬）
恵庭市戸磯

待　遇▶�交通費規定支給、各社保完備、�
入寮対応可共通項目

時　間▶�8:45～17:30、11:15～19:45　�
※2交替

給　与▶�時給1,030円
休　日▶�土日　※月1～2日土曜勤務有

フォークリフト作業（家電製品の運搬）
恵庭市戸磯

フォークリフト作業スタッフ

家具家電付寮あり！！
2ヶ月間寮費無料

3カ所募集!応募お待ちしてます♪

1R

恵庭 派 フォークリフト作業

送付先

◆保育教諭［臨時職員］
期　間▶�令和4年3月31日まで�※更新有
資　格▶�保育士資格、幼稚園教諭あれば尚可
給　与▶�鶴岡学園職員給与規程による  

※経験により優遇 
例）時給987～1,292円

時　間▶��①7:30～10:00の間で2h　�
②15:30～18:30の間で2h�
※①②選択も可�※両方勤務できる方尚可

勤　務▶�週4～5日程度�※シフト制�※土曜勤務有
休　日▶�日曜・祝日、�

年末年始（12月29日～1月3日）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

◆保育教諭［常勤臨時職員］
期　間▶�令和4年3月31日まで�※更新有
資　格▶��保育士資格、幼稚園教諭あれば尚可
給　与▶�鶴岡学園職員給与規程による  

※経験により優遇
時　間▶��7:15～19:15の間でシフト制�

（週40h）
勤　務▶�4週6休�※シフト制��

※土曜勤務有
休　日▶�日曜・祝日、�

年末年始（12月29日～1月3日）
待　遇▶�私学共済（健康保険・厚生年金）、�

雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可�

恵庭市漁町396番地

［応募］�右記の応募書類をご郵送ください。�
追ってご連絡致します。

〒061-1449 恵庭市黄金中央５丁目196-1 学校法人鶴岡学園 
総務部総務課　総務部長　成田 祥介　宛

学校法人 鶴岡学園 幼保連携型認定こども園

北海道文教大学附属幼稚園 ［問合せ］☎0123-34-0019

0～5歳�合計6クラス　　定員110名

保育教論保育教論常勤臨時職員常勤臨時職員

臨時職員臨時職員

1名1名
募集募集

4名4名
募集募集

①履歴書（写真付）�②職務経歴書�③免許状の写し

施設見学
大歓迎♪

募募
集集

子どもたち子どもたちとと一緒に元気いっぱい一緒に元気いっぱい
遊んでくれる先生遊んでくれる先生を募集しています！を募集しています！

恵庭 臨 パ 保育教諭

資　格▶�定年雇用止めの為60歳までの方、�
性別･経験不問

仕　事▶�倉庫内での作業着等のピッキング�
（入荷時の検品・仕分け業務）

時　間▶�9:00～16:30�
（実働6h�※シフト制）

休　日▶�シフト制��
※週3日程度の勤務

給　与▶�時給900円
待　遇▶�交通費規定支給、マイカー通勤可（駐車

場完備）、制服支給
勤務先▶千歳営業所�新千歳流通センター内

資　格▶�フォークリフト運転免許、�
18歳以上（深夜勤務がある為）

仕　事▶�フォークリフト運転による飲料等の入出庫
作業及び倉庫作業、屋内でのピッキング作業

時　間▶�①7:30～16:30�②12:00～21:00�
③21:00～翌6:00　※シフト制

休　日▶�日曜、祝日、年末年始、�
その他会社カレンダーによる

給　与▶�時給1,300円～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、マイカー通勤可（駐車

場完備）、正社員登用有（能力･経験による）、制服支給
勤務先▶千歳営業所�千歳配送センター内

性別不問！

☎0123-23-5125
まずはお電話ください。 担当/平上

千歳市北信濃863-2千歳市北信濃863-2
鴻池運輸㈱ 千歳営業所

新千歳流通センター

フォークリフト作業フォークリフト作業契
約 ピッキング作業ピッキング作業パ

ー
ト

未経験者大歓迎!!正社員登用有!! 主婦（夫）活躍中!!資格を活かせる！

◆ピッキング作業《パート》◆フォークリフトオペレーター《契約社員》

千歳 契 フォークリフトオペレーターパ ピッキング作業

【製造】電気の放電現象（アーク放電）を利用し、
同じ金属同士をつなぎ合わせる溶接方法。

アーク
溶接

知ってるようで、
 知らない

コトバ

お仕事
ファイル

体力

子供好き度

コミュニケーション能力

保育士・幼稚園教諭
保育園や幼稚園にて子供たちのお世話などを行う職業。保育士は保護者に代
わり子供たちを保育し、幼稚園教諭は子供たちを教育するという違いがある。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

子
供
た
ち
の
成
長
が

嬉
し
い
！

●保育士資格
●幼稚園教諭免許

千歳市青葉5丁目6-10

★20〜50代、幅広い年代層が元気に活躍中!

★扶養内勤務可能　★早番・遅番選べます

ホテル サブリナホテル サブリナ

客室清掃・備品補充スタッフ募集!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶�時給870円～ ★昇給有
時　間▶�【早番】土日/8:00～17:00�

【遅番】平日/18:00～24:00�
　　　土日祝/17:00～24:00

勤　務▶�【早番】土日�
【遅番】日曜を含む週3～4日

待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、昇給有、�
雇用保険有（条件有）

千歳 パ 清掃
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