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■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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　こんにちは、川上真生です。新型コロナウ
イルスが落ち着いて、気楽に旅行や外出にい
ける日が来る事を祈りたいです。

ワクチン

恵庭市在住。1男 1女、
2 児のママ。2010 年に

小 説「青い世界」で日本文学館
出版大賞特別賞受賞。2011 年か
らマンガ執筆を始め、2018 年度
「第 3回北のまんが大賞」で特別
賞に入選。現在は、電子書籍の本
屋さんDopub（ドゥパブ）で「UNI
（ユニ）一輪車」を連載中。
http://dopub.jp/
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　コメが本州全体に広まったのは、今から約2300年前、弥生時代の
ことです。しかし、北海道ではわずか120年ほど前のことです。北海
道ではコメ作りは不可能と言われていた当時、それを成功させ、全道
に普及した人物、それが島松の中山久蔵です。彼は明治12（1879）
年から明治41年までの間、全道各地に種もみを配布しました。その
間にはバッタによる被害もありました。が、久蔵はその年にも配布し
ています。彼は、コメ作りを地域の共有財産にすることを考えていた
のです。その配布先は、恵庭・札幌のみならず、倶知安、室蘭、苫小牧、
静内、浦川、旭川、幕別、釧路、北見というように、極めて広範囲にわ
たりました（『中山久蔵翁事蹟』）。久蔵が開発したコメは赤毛種とい
い、本来、希少性の高いものです。しかし彼は独占することはせず、逆
に無償配布することで地域全体の富を生み出そうとしました。
　近年、「コモンズ」（commons）という考え方が広まっています。「コ
モンズ」とは「社会的に人々に共有され、管理されるべき富」のことで
す。久蔵がもつ現代的意義は、まさにこのコモンズを地域の共有財産
として、食と健康を地域の財産としたことです。
　21世紀は、市場原理主義による格差の拡大と、
開発による温暖化によって、人間と地球が滅ぶ危
機にあります。それを回避し、社会全体の富をどう
増やすかを考えなければなりません。そのさきが
けとなる実践をした中山久蔵は、21世紀を生きる
上で大変示唆に富む人物であると思います。
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加藤　裕明第8回 北海道文教大学 人間科学部こども発達学科長

中山久蔵とコモンズ

仕　事▶ 朝食の簡単な調理補助、 
ホール業務 ※兼任も可

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円～ ※早朝手当有
時　間▶4:30～10:00 ※状況により変動有
勤　務▶週3～4日 ※応相談
待　遇▶ 社保完備（勤務による)、交通費規定支給、 

車通勤可、エプロン貸与

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

WワークOK　朝の時間を有効に活用できます。

たくさん働きたい!
扶養内勤務希望! 日数応相談
千歳 パ 調理補助、ホール業務

スタッフ募集!
★経験者歓迎!
★車好きな未経験者
　にもオススメ

アルバイト パート

仕　事▶ レンタカーの受付、 
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶ 経験者歓迎、 
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3 
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

千歳 ア パ レンタカー業務

清掃員募集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

未経験者OK
◆病院清掃/ 千歳市蘭越97-2  

★ 共用部清掃（女子トイレ清掃有） 
※病室内の清掃はありません。

時　間▶ ①8:00～12:00  
②13:00～17:00

給　与▶ 時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶ 週4日程度 ※シフト制  

※日曜･祝日は休み ※希望休OK
待　遇▶車通勤可、制服貸与、休憩室完備

車通勤可!

見学OK!

シニア・ 
WワークOK

◆飲食店清掃/恵庭市恵み野里美2丁目16-2
時　間▶ 7:15～9:15
給　与▶ 時給890円+交通費規定支給
勤　務▶週3日～（応相談） ※シフト制
待　遇▶車通勤可(無料P有)、制服貸与

◆パチンコ店清掃/ 恵み野西1丁目3-1 
（JR恵み野駅から徒歩1分）

時　間▶ 【月～金】11:30～16:30 
【土日祝】12:30～17:30

給　与▶ 時給890円
勤　務▶週2～3日　※シフト制
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

勤務日数
応相談

千歳・恵庭 パ 清掃

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950円～  

②時給889円～（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶ ①8:30～15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有） 

②10:00～14:00（実働3.5h、休憩30分、多少残業有）
勤　務▶ ①週休2日制　②週4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共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

セブン-イレブンジャパン向けパンの
製造をしている会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★冷暖房完備！
◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

パン製造 
スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/大松

恵庭 パ 製造

30～60代
の方が活躍中!

WワークOK
座ってできるお仕事

お客様からお顔は見られません!
仕　事▶ 窓口にて機械を操作して景品を買い取る仕事 

です。座ってできる作業です。
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶ 月15日勤務の場合/月31,500円 

※月25日以上ご希望の方は応相談
時　間▶  21:00～23:00
勤　務▶ 応相談　　待　遇▶ 車通勤可
勤務先▶ 千歳市清水町6丁目27-1

〒003-0021 
札幌市白石区栄通6丁目12-10フレンド商事㈱

まずはお気軽にお電話ください。

☎011-852-2141
 090-8373-6398

【受付（平日のみ）】 
9:00～18:30

担当/吉田

冷暖房完備

電話が繋がらない場合は

千歳 他 遊技場景品交換業務（請負）

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ ①16:00～21:00 
　　　　②17:00～22:00
◆惣菜
時　間▶ 8:00～13:00

《共通項目》
給　与▶ 時給899～924円（学生/時給889円～）
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日
応相談！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、 

要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00～19:00(実働8h）
休　日▶ 4週8休 ※火曜定休 

他シフト制 ※会社カレンダーによる 
年末年始

待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート

千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼

千歳 正 販売、軽整備


