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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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HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地
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きふ・とも
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♪

 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!

特定非営利活動法人　ほっとらんど

千歳市家庭生活カウンセラークラブ

どんな活動をしている団体ですか。
　私たちは、生活困窮者（ホームレス・刑余者・軽度
の障がい者・DV被害者・身寄りのない高齢者等）を
孤独にさせない支援をしています。アパート（下宿）
をサブリース契約しており、生活困窮者の人生の再出
発をかけ、住まいの提供や自立支援を行っています。
入居後は将来を共に考え、その方が抱えている課題の
解決に必要な制度やサービスを探し、社会復帰ができ
るようサポートしています。

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。
　依存症の方は皆様が思っているよりもいらっしゃ
います。やってはいけないと自分で思っているため、

罪悪感に苛（さいな）まれて自暴自棄になることがあ
ります。そんな中、入居者が紆余曲折ありながらも、
仕事が決まり、仕事に行く姿を見たときには、この活
動をしていてよかったと感じます。

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。
　入居者への手厚いサポートや、まだ探せずにいる生
活困窮者へのサポートに活用したいです。

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。
　このたびはご寄付いただきありがとうございます。一
度何かの事情により道から外れても、もう一度チャレン
ジできることで、一人の人生がよりよく変わります。

どんな活動をしている団体ですか。
　私たちは地域福祉の増進を目的に、会員の研修や交
流、電話カウンセリング、「心配ごと相談所」での相談
を受けています。今年の研修では、人が人らしく生き
るための学習や人との関わりをどのように理解し対
応したらよいか等、人間理解のカウンセリングマイン
ドを学びました。

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。
　カウンセリング養成講座の参加者が集まらず、後継
者が少なくなっています。心と向き合うことは真剣で大
変ですが、解決の鍵と答えは個々の心の中にあり、その
きっかけに関われることが喜びです。また、相談者の問

題を整理していると、自分自身の理解にもつながります。

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。
　資料作成等の事務費に活用することで、講演や研修
会などの勉強の機会を多く持つことができます。

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。
　当クラブの活動にご理解と応援をしていただき感謝
しています。会員募集について関心のある方は事務局
にご連絡ください。千歳市社会福祉協議会「心配ごと
相談所」では相談を受けています。（☎0123-27-2882
／火・水曜日13：00～16：00／第2･4木曜日18：
30～ 20：30／年末年始・祝日は除く）

■代表者／理事　盛　誠逸　
■連絡先／ ☎0123-29-7453

■設　立／平成26（2014）年4月　　　
■会員数／20名
■団体URL／http://www.npo-hotland.com/　

■代表者／大崎　誠
■連絡先／  ☎0123-27-4007

　（千歳市栄町2丁目17-36）

■設　立／平成7（1995）年5月9日
■会員数／80名　　　

No.8

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

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1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、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による）※希望者のみ

★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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

学生アルバイト歓迎!

◆レジ
時　間▶ ①13:00～17:00 

②17:00～21:00
給　与▶ 時給899円 

（学生/時給889円～）
勤　務▶週3日～
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、

有給休暇有、制服貸与

千歳 ア パ レジ　

電動の
昇降台

仕　事▶ トマトハウス内にて、トマトが倒れないようにひも
を巻き付ける作業です。電動の昇降台を利用して、
レーンを移動しながら行います。

時　間▶ ①8:00～16:30（休憩90分、実働7h） 
②9:00～16:30（休憩90分、実働6h） 
※①②どちらかで選択可

勤　務▶①週5日　②週4日
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦(夫)歓迎、65歳以下(定年雇用止

めの為)、車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）
給　与▶ 時給890円～ ※勤続1年後、時給+能力給有
休　日▶ 土日、年末年始
待　遇▶ 雇用保険（時間による）、交通費規定支給、有給休暇

有、制服・安全靴貸与、車通勤可（無料駐車場完備）、 
屋内原則禁煙（屋外喫煙可）

通年雇用 即日勤務可 !!

㈱エア・ウォーター農園 千歳農場
千歳市釜加79-1☎0123-49-2361

まずはお気軽にお電話ください。担当/谷口
【受付】
平日9～16時半 ※12/30～翌1/5までお休み

2022年 早期募集‼
トマトハウス内作業

★ 未経験者歓迎！
★ シニア世代・ 
主婦(夫)さん大歓迎！

★ ブランク歓迎、友人同士、お子様連れで面接OK！
★面接時履歴書不要！

パートさん募集

ハウスの
様子

千歳 パ トマトハウス内作業

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。

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00  
　　　③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00 

待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定
支給、有給休暇（1年間で100%消化可能）、 
車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善加算手当
（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウ
グループホーム ぬくもりの里
千歳市住吉４丁目８-１４

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

介護職員募
集

日勤のみ無資格OK

すぐに働きたい
勤務開始日
応相談

冬休み明けから 
働きたい
春から働きたい

Wワーク 幅広く対応致します!

★12/29～1/3はお休みです。

夜勤専従

千歳 パ 介護

資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、 
介護福祉士資格あれば優遇）

給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 
初任者研修修了/時給930円～ 
無資格・未経験者/時給890円～

休　日▶ シフト制


