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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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市民活動支援のための定額自動寄付制度

北洋銀行千歳中央支店寄付の申込に
ついての問合せ ☎0123-23-3111

千歳市企画部政策推進課市民協働推進係
☎0123-24-0452（直通）
Eメール  seisakusuishin@city.chitose.lg.jp

登録団体に
ついての問合せ

定額自動寄付制度｢きふ・とも｣ とは、福祉・教育・環境保
全などのさまざまな分野で社会に貢献している市民活動団
体とあなたをつなぐために、北洋銀行千歳中央支店と千歳
市が協働企画した寄付制度です。あなたの身近で社会貢献
している団体を 100円から応援できます。

注意事項

 北洋銀行「千歳中央支店」のみの取扱いとなります。個人はもちろん、
企業や団体でも申込できます。北洋銀行千歳中央支店に口座をお持ち
でない場合は、口座の新規開設をお願いします。（印鑑・ご本人確認資
料が必要になります）

1 0 0円
から始まる、あなたの

社会
貢献

寄付するには…

登録団体の中から、寄付を
したい団体を選びます。

あなたの口座から毎月
一定額を、希望した団体へ

自動振替します。

左記の 2 つを持って、
北洋銀行千歳中央支店で
手続きをします。

ちゃんとの紙面でも
登録団体を紹介します！
参考にしてください♪

どんな活動をしている団体ですか。
　私たちは、個人宅または施設に入所されている高齢
者のお宅を訪問し、日中1人で過ごしていらっしゃる
方のお話し相手として活動しております。

今までの活動で大変だったこと、
やって良かったことはありますか。
　利用者の気持ちに寄り添いながら話に耳を傾け、と
きには談笑したり、歌を歌ったりして楽しい時間を共
有しています。活動の際には、利用者との信頼関係を
少しずつ深めていき、安心してお話をしてもらえるよ
う心がけております。

寄付をどのように活用していますか。
寄付があればどんなことができますか。
　会員のスキル向上のため、講師を招いて、勉強会や
講習会等に活用させていただきたいと思います。

寄付者への感謝、会員募集など
みなさんに伝えたいことはありますか。
　日ごろのご支援に感謝いたします。今年度の活動は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個人宅や施
設への訪問を控えておりますが、これからは感染予防
を徹底しながら勉強会等の実施を検討しております。

ちとせ傾聴ボランティアの会　

千歳サケのふるさと村教授会

どんな活動をしている団体ですか。
　私たちは、千歳水族館に来館された団体さんの案内
や水槽のさかなの説明、小学校の校外学習のサポート、
水族館で開催されるイベントの手伝いを行っています。

今までの活動で大変だったこと、
やって良かったことはありますか。
　お客様に館内を案内しながら、その地方のさかなの
話を聞かせていただくことや、地方独特の行事につい
てお話を伺うことがとても楽しいです。

寄付をどのように活用していますか。
寄付があればどんなことができますか。
　今年度は9名の若い新入会員が入会したので、若々
しい教授会にしていきたいと思います。いただいた寄付
は、イベント等で札幌から来られる学生さん達の交通
費の補助として使わせていただきたいと考えています。

寄付者への感謝、会員募集など
みなさんに伝えたいことはありますか。
　私たちの活動にご理解をいただきましてありがとう
ございます。これからも教授会会員一同、さかなの勉
強はもちろんですが、生涯学習をより深め、豊かな活
動をしていきたいと思います。

■代表者／高橋いづみ　
■連絡先／  ☎080-5589-3776（川原）

■代表者／福岡　和世　
■連絡先／  千歳水族館内教授会　

☎0123-42-3001（福岡）

■設　立／平成24年4月17日
■会員数／15人

■設　立／平成7年3月
■会員数／42人
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 ご本人の預金口座の通帳
口座届出印

100円から
応援できます!

仕　事▶�ホール業務、簡単な厨房業務、宅配業務
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可）
給　与▶時給900円～　※昇給有
時　間▶��15:00～22:00　※応相談
勤　務▶�シフト制　※火曜日定休日
待　遇▶�雇用・労災保険、車通勤可、制服貸与、まかない有

恵庭市漁町
179番地

まずはお電話のうえ、履歴書（写真不要）持参。

☎0123-34-8422
焼鳥ダイニング BONZO

業務拡大に向け

★将来独立したい!
★新しいことにチャレンジしたい!

意欲のある方大歓迎!

スタッフ増員募集!

担当/脇田繋がらない場合/

恵庭 ア パ ホールスタッフ

090-8900-0296
＼仕事探すなら／
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急 募 介護職員介護職員 土日休み土日休み

服装自由服装自由利用者様急増利用者様急増のためのため増員増員募集！募集！
あなたの力を貸してください！あなたの力を貸してください！

時給時給900900円〜円〜

恵庭市本町146�
デイサービスデイサービスおしゃべりサロンおしゃべりサロン

仕　事▶�利用者様とのお話し、レクリエーション
資　格▶経験者優遇�　　�
給　与▶時給900円～ ※実務経験により決定
時　間▶��9:00～12:00
勤　務▶応相談　　　休　日▶�土･日曜
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎33-0211受付/8～17時��担当/小松

恵庭 パ 介護職員

向陽台店

スタッフスタッフ各1名各1名募集!!募集!!

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

農産パート

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

デリカパート

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

レジパート

時　間▶�17:00～21:00�※要相談
給　与▶時給889円～
勤　務▶週3～5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ兼品出し　★学生さん大歓迎アルバイト

《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☎28-3511応募 担当/安田

千歳 ア レジ兼品出しパ デリカ、農産、レジ

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

すぐ働けます!

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/

正社員
募集!

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

★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

ニコニコレンタカー千歳東雲町店
スタッフ募集 スタッフ募集 

千歳 ア パ レンタカー業務

すぐにすぐに
働けます!働けます!

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▶①清掃員経験者尚可　②未経験者歓迎
給　与▶�①時給950円～　②時給889円～
時　間▶�①8:30～15:15（実働6h）�※多少残業あり�

②10:00～14:00（実働3.5h）�※残業なし
休　日▶�①週休2日制　
勤　務▶②週3～4日程度（休みはほぼ希望通り）
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

仕　事▶新築・中古の住宅・アパートの清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�8:00～17:00�※グループで作業します。�

①5h程度で、週3日以上働ける方（パート）�
②フルタイムで働ける方（正社員）

給　与▶�①時給950円  
②月給15～16万円 ※ボーナス有

勤　務▶月～土�※要相談

◆千歳・恵庭・苫小牧近郊（正社員・パート）

《共通項目》
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、

正社員のみ社保完備

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員募集清掃員募集

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応募

仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�①13:30～21:50（実働3～4.5h）�

②17:20～21:50（実働4.5h）
給　与▶時給900円～ ※17:20～は時給960円
勤　務▶シフト制�※時間日数要相談�※年中無休

◆千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）（パート）

千歳・恵庭・他 正 パ 清掃
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