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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
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　最近、歳のせいなのか昔の事をよく思い出す事があります。自分が生き
て来た人生って、自分目線での人生なのは当たり前なのですが、ふと他の
人から見たワタクシの人生はどんな感じなのだろうと思ったりすること
があります。
　先日叔母が亡くなり、とても気持ちのこもった葬儀をしていただき、
叔母の若い頃からの写真などを見ていて「どの人生もドラマだなぁ」と
ちょっと映画を見ているような気分になり、ふと「自分の人生も他の人か
ら見るとドラマのように見えるのかな」と思ったりしてみたのでした。
　その人生を生きた人にしか分からない様々な出来事があり、最高に楽
しい事も絶望したことも多々あると思いますが、ワタクシは「あの頃は良
かったな」と思う人生よりも「ここからが一番面白いな」と思える人生を
生きていたいと思います。
　同じ９月に去年は父で今年は叔母を
見送る事になってしまいましたが、その
人の人生のドラマを振り返ってちょっ
とだけ覗かせてもらう、お葬式ってそう
いう意味も少しあるのだろうなと思っ
たワタクシでした。
　9月末から展示が目白押しのワタクシ
ですが、嬉しい事も悲しい事も・・・色々
な経験を作品に乗せて行きたいと思い
ます。

【かきはらひとみ】
恵庭市在住の動物イラストレーター
スタジオWANペットの似顔絵教室及び恵庭教室講師、ファイザー製薬サイト内 犬図鑑イラスト制作、
学研出版「なぜどうして動物のお話」表紙イラスト制作ほか

☆イベント情報：
① ヴィレッジストア（委託）在店予定日　10月8日（金）、10月14日（木）、10月15日（金）、10月23日（土）、
10月24日（日）、10月25日（月）、10月31日（日）　いずれも13時～19時まで

②とまこまいstyle!（苫小牧市総合体育館）　10月17日（日）　10時～16時
③余市ワイナリーギャラリー展示　動物イラスト展　10月7日～11月末 

わたしがだいすきな
「どうぶつ」と「イラスト」のおはなし

絵と文：かきはらひとみ

困ったことに北海道にも温暖化の影響が食材にもちらほら見えてきました。今まで北
海道でなかった食材に出会えて嬉しい反面、たくさん収穫出来ていた食材が全然な
いなんて事態に…。でも食材には罪はなく美味しくいただくのは今までと変わりません
（笑）。今回はそんな影響もあり、たくさんとれている「ブリ」を使ったワンパンパスタ
を作りました。ブリは下処理で塩コショウをし、多めのオリーブオイルを使って焼くこ
とで臭みが消えて美味しくいただけます。

ブリとミニトマトの
オイルパスタ

① ブリは一口大に切り、塩、コショウをして下味をつけます。ミニトマトは半分に切り、にんに
くは薄切りにします。たかのつめは種を取って手で割きます。
②  フライパンにオリーブオイルを熱してにんにくとたかのつめを入れて香りが立ったらブリを
加えて10分程煮て、塩を加えて混ぜます。
③  スパゲッティはたっぷりの水を沸かして塩（分量外）を入れ、表示より30秒程短く茹でます。
④  ②に③と茹で汁をお玉1杯分、ミニトマト入れて混ぜ、塩少々で味を調えます。

［作り方］

［材料2人分］
ブリ……………………200g
塩、コショウ………… 少々
ミニトマト………………8個
にんにく…………………2片
たかのつめ……………小1個
オリーブオイル……大さじ2
塩……………………小さじ1
スパゲッティ 160～200g
塩……………………… 少々

千歳市在住。栄養士、栄養教
諭、健康管理士一般指導員の
ほか、美容薬学検定やパンコ
ンシェルジュ2級などを取得。
レシピの開発や提供、コラム執
筆など多岐にわたり活動中。

●エーライツ事務所に所属し食
べ顔インスタグラマーとしてグル
メリポートや簡単レシピをアップ
しています。

大友  加奈

＠kana.tabemasuInstagram

健康
・キレイに役に立つ

NAK A の

ちょこっと
レシピ

第35
回

｢ 暖 かくなりやってきたお 魚 ｣

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

清掃兼受付
スタッフ募集‼

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 
＝74,676円

時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月180,000円～　 

　　　　　　夜勤/月220,000円～　 
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!

週休2日制
夜勤

日勤

月220,000円~
月180,000円~ 完全

歩合制

しっかり 
休める♪

千歳 嘱 タクシー乗務員

向陽台店

スタッフ
各1名募集!!

時　間▶ ①8:00～12:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

時　間▶ ①9:00～13:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

農産

レジ

パート

パート

《共通項目》
給　与▶ 時給914円 

※試採用期間3ヶ月/時給889円～ 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、

共済会

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511応募 担当/安田

千歳 パ 農産、レジ

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店

まずはお電話ください。面接は、恵庭市内で行います。

☎011-215-8908

食器洗浄
スタッフ大募集!

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ ①9:30～18:30（実働7h） 

②9:30～16:00（実働5h） 
③12:00～18:30（実働5h） 
④12:00～18:00（実働4.5h）/土日祝 
※月に数回土日勤務あります。

勤　務▶ シフト制 ※日数・時間応相談
待　遇▶ 各種保険完備(時間数による）、制服貸与、 

交通費規定支給、試用期間3ヶ月/同条件
勤務先▶南恵庭駐屯地内隊員食堂

★調理師・調理補助も同時募集!

★未経験者大歓迎! ★扶養内OK!　
★年齢・性別不問! ★シニアも歓迎! 
★学校行事参加もシフト考慮♪

恵庭 パ 食器洗浄

急募

【受付/9～18時】担当/木村
☎36-1111応

募 恵庭市恵み野西5丁目3-1
ラ・デュース恵み野

介護付有料老人ホーム

◆入居施設の看護師･介護職員［正･契･パ］
仕　事▶ 看護業務全般、介護業務全般（夜勤業務有）
資　格▶ 看護士・介護福祉士・介護職員初任者研修修了
時　間▶ ［看護］①8:00～17:00 ②9:00～18:00 

［介護］ ①7:00～16:00 ②11:00～20:00 
③14:00～23:00 ④23:00～翌8:00

　　　　※シフト制、夜勤業務は月4～5回程度
給　与▶ ［正･契］月給175,000～225,000円 

　　　 （基本給148,000～199,100円 
　　　 ＋各種手当 ※経験年数による） 
［パ］ 看護/時給1,200円～  

介護/時給900円～

◆訪問介護職員［パ］
資　格▶ 未経験歓迎 

※ 初任者研修修了もしくは介護福祉士資格があれば尚可
時　間▶ 8:00～18:00（実働2～8h）
給　与▶時給900～1,000円

休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、制服貸与、 

交通費規定支給、有給休暇有 
※介護職員のみ/処遇改善手当有 
※正社員のみ/賞与年2回

勤務先▶ ラ・デュース恵み野（恵庭市恵み野西5丁目3-1）

共
通
項
目

看護師・介護職員募集!! 扶養内・短時間勤務ご相談ください♪契約
パート

正職員

恵庭 正 契 パ 入居施設看護師、介護職員パ 訪問介護職員

0120-706-717 《受付》
9～17時応募

お菓子の製造スタッフ
北海道を代表する有名洋菓子店の製造工場でのお仕事

■一般労働者派遣事業（派01-300021）　■職業紹介事業（01-ユ-300308）

(株)ジェイサポート
札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

お菓子づくりが好きな方から、経験は全くない...という方まで
皆さん大歓迎のお仕事です♪

★ WEB面接にも対応しております♪
★ 千歳市内や近郊にお住まいの方は弊社の担当社員がご自宅 
近くに出向き面接することも可能ですので、ご相談ください！

●履歴書（写真なしでも可） ●身分証明書
※面接時にデジカメで撮影いたします。持ち物

面
接
に
つ
い
て

仕　事▶  ケーキ･プリン･アイス等の製造業務
資　格▶  未経験者･主婦(夫)･フリーター歓迎、 

ブランクOK、学歴不問
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 8:30～17:30  

※実働7時間50分（休憩70分）
休　日▶ 土曜、日曜、祝日 ※週5日勤務
期　間▶ 長期
待　遇▶  社会保険完備(法令による)、交通費規定支給、 

車通勤可(無料駐車場完備)、制服貸与、 
週払いOK(規定有)、有給休暇（法令による）

勤務先▶ 千歳市泉沢 ※詳細は面接にて

イチから丁寧に
お教えします！

複雑な作業は
一切なし！

千歳 派 お菓子の製造


