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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！
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1月12日（水）必着

①郵便番号・住所　②氏名（フリガナ）　③性別　④年齢　⑤職業　⑥
電話番号　⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー　⑧面白くなかった
と感じたコーナー（理由を含めて）　⑨「今年挑戦したい習い事、資格な
ど」エピソードを含めて募集します！　以上すべてをご記入の上、「井上
つよしコンサート」と明記し、WEB応募フォームまたはハガキ・FAX・
Eメールでお送りください。
①～⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。
【住所】〒066-0073　千歳市北斗4丁目13番20号
　　　 ㈱メディアコム「ちゃんと」編集部　
【FAX】0123-27-4911　【Eメール】present@chanto.biz

　千歳市出身。3歳から民謡を、5歳から三味線を習い始
め、唄と津軽三味線の二刀流の能力を持ち、語りもこなす
若き天才児の新春コンサートに、ペア6組をご招待します。

●日時／1月29日（土）開場17時30分、開演18時　●会場／千歳栄光協会（千歳市清水町4丁目25）　
●ゲスト／和楽器ユニット 和心ブラザーズ　●チケット／一般2000円（当日2500円）、高校生以下
1000円（当日1500円）※全席自由、ご入場の際はマスク着用でお願い致します。
●チケット申込／エゾンミュージック　●TEL&FAX／ 011-788-7200
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※ 当選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

WEB応募フォーム

二刀流の男による、新春に奏でる伝統音楽。

「唄う門には福来たる」
新春 井上強嗣（つよし）コンサート

1月29日（土）千歳栄光協会

 市立千歳市民病院 地域医療連携課
 ☎0123-24-3000（内線8138）

と き 1月22日（土）　
 13時～ 14時
と こ ろ 市立千歳市民病院 2階 講義室
内 容  テーマ「変形性膝関節症について～予防から治療まで～」
講 師 市立千歳市民病院　整形外科　診療科長　神谷　智昭

市立千歳市民病院からのお知らせ

問合せ

1月22日

市民健康講座 参加費無料、申込不要。直接会場へお越
しください（入口は正面玄関です）。参
加者はマスクの着用をお願いします。
感染拡大により中止となる場合は病院
ホームページで周知します。

青果
スタッフ募集!!

一緒に働こう!

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募
応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

★3店舗店とも他部門も募集中です！

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長
㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

給　与▶ ［一般］時給896円　［学生］時給890円
時　間▶ ①13:00～17:00　 

②8:30～16:00（休憩1時間） 
③17:00～21:00

勤　務▶週4日

給　与▶ ［一般・学生］時給890円
時　間▶ 13:00～17:00（応相談）

給　与▶ ［一般］時給893円　［学生］時給890円
時　間▶8:00～12:30
勤　務▶週4日

千歳・恵庭 ア パ 青果

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）

待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

◆正社員
時　間▶基本9:00～18:00 ※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間105日、月8～10日  
※月の勤務日数による

恵庭市戸磯201-20㈱デザートランド 北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800

【パート】 ◆洗浄・荷受け ◆製造 ◆衛生
時　間▶ ①9:00～18:00（8:00～17:00） 

②9:00～18:00
給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄・荷受け、製造、衛生
【正・ア】 洋生菓子の製造全般 

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

◆アルバイト
時　間▶ ①17:00～22:00  

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1

回、有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服
貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
正社員のみ賞与年2回、 
退職金制度（勤続5年以上が対象）
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道内最大のネットワーク 北交ハイヤー
千歳 正 嘱 タクシードライバー
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千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験3年以上） ★AT限定可
時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 

［夕・夜］ ①17:00～翌2:30 
②20:00～翌5:30

　　　　※［朝］［夕・夜］選択制  
　　　　※いずれも実働6.5h、休憩3h 
　　　　※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）
勤　務▶ 4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休

の繰り返し

入社支度金制度

賃金保証制度
10~30

月25 支給!
利用可!

※規定有6ヶ月間
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料 
手当、無事故手当、有給休暇、慶弔休暇、 
育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

未経験者
OK!! 

万
円

万
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異業種からの
転職も歓迎!!

二種免許取得
養成制度有！

通所リハビリアシスタント パート

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の 
乗降介助、リハビリテーション 
実施時の補助業務 
※詳細は面談にてお伝えします。

資　格▶ 未経験者可 
60歳まで （定年雇用止めの為、更新有）

給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①7:30～13:00 ②7:30～17:30 

③7:30～18:00 ④8:00～13:00 
⑤13:00～18:00 ※①～⑤のシフト制

休　日▶土・日曜、祝日

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

時給1,200円～
●実務経験がある方
● 保険請求事務や医療事務等
の資格をお持ちの方

正職員登用実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

看護補助者 準職員
仕　事▶  病棟における看護補助業務 

看護師の補助や患者さんのお世話等を 
行います。介護士や看護師等を目指す土台と
なる経験を積むことができます。

資　格▶  無資格でも可
給　与▶  時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶  当院規定による
勤　務▶ 2交替シフト制、早出・遅出有

《共通項目》 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

仕　事▶医療事務業務
資　格▶  経験者優遇
給　与▶  時給1,200円～
時　間▶ 月・火・木・金/①8:45～17：30 

　　　　　　②8:00～16:45 
　　　　　　③9:15～18:00　 
　　　　　　※シフト制 
水・土/8:45～12:45

休　日▶日曜、祝日

医療事務スタッフ募集!

医療事務員 準職員

千歳 準 医療事務員、看護補助者パ リハビリアシスタント

扶養内
勤務

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 9:00～17:00
期　間▶即日～長期
休　日▶ 水曜、日曜

給　与▶ 時給1,100円～
時　間▶ 6:00～15:00 

（休憩1h）
期　間▶ 即日～3月末 

（延長の可能性有）
休　日▶ 週3～5日（応相談） 

※シフト制

★ご自宅から職場までの送迎有★新着求人！

お弁当や食事の盛り付け
･野菜のカット

生ハム・ソーセージ
製品の製造

時給1,000円～時給1,100円～

恵
庭

安
平

千
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24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ ①8:30～17:30 

②15:00～翌0:00 
③10:30～19:30 
④11:30～20:30

期　間▶即日～2月下旬
休　日▶土日（工場カレンダーによる）

洋菓子の製造

時給1,050円～
即日～長期即日～3月末 即日～2月下旬

★①は送迎有

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

WEB面接も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

今年もアスクゲートグループを何卒、よろしくお願いいたします。

オススメ求人! 1/11（火）出張！お仕事相談会・派遣登録会
恵庭市民会館 市民相談室10～15時

千歳・恵庭・他 派 盛り付け･野菜のカット、製造


