
2022年5月13日（金） ちゃんと15

web

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

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派

千歳ハムの
日替わり
サービス

の日の日

の日

の日

の日
ベーコン

千歳ハム工場直売店・イオン千歳店

ポイント

5倍

冷凍食品

ハム

店長
の日?!

ウインナー

入社祝い金
1万円支給
※規定有

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911 担当/中村

★長期安定 ★車通勤OK ★残業なし ★未経験者歓迎

異業種からの転職者も
積極採用します!!

時　間▶ ①9:30～18:45（実働7.5h） 
②9:30～13:30　③14:45～18:45 
④5:30～7:30 
※①～③時間選択可

給　与▶ ①～③時給900円～ 
④時給1,200円～

休　日▶ ①②③週2～3日程度（シフトによる） 
④土・日・祝 
※ 希望休考慮致します。

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、社保（法定によ
る）、車通勤可(無料駐車場完備)

勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂
JR恵庭駅から車で20分！恵庭市内も通勤圏内です♪

食器洗浄
スタッフ増員募集

千歳 パ 食器洗浄

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

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。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
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

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

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）

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

4勤1休！
しっかり稼げる!

未経験者 
歓迎

日本管財株式会社 北海道支店
札幌市中央区北4条西5丁目1　アスティ45ビル7F

担当/田口☎011-205-5641
お気軽にお電話ください。

勤務先▶ 千歳市北栄2-2-1(JR千歳駅徒歩5分)
時　間▶ ①17:00～翌9:00 ※実働10h 

②9:00～翌9:00 ※実働16h 
※実働173h/月

給　与▶ 月190,000円 
※深夜手当､時間外手当別途支給 
※職務手当､名義手当など別途付与制度有

勤　務▶ 月12～13日（シフト制） 　※応相談
待　遇▶ 各社保完備､交通費規定支給､制服貸与､ 

有給休暇有(6ヶ月後)､資格取得支援制度有、 
車通勤可(無料駐車場有)

宿泊施設の設備管理
スタッフ募集

資格・経験
不問

千歳 契 宿泊施設の設備管理スタッフ

履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック応募」と 
ご記入の上、下記送付先へご郵送ください。

お問合わせは電話・メールでお気軽に！

 karinbakodomo@gmail.com
 090-6699-1334 （担当/星）

恵庭市黄金南5-3-8

〒003-0021 札幌市白石区栄通20丁目7-7 
　　　　株式会社くるみクリエイティブ送付先

時　間▶  月・火・木・金/8:30～18:00 
水・土/8:30～13:00 
（カンファレンス等の日は14:00まで）

休　日▶ 日祝他、夏季休暇、年末年始、特別休日
待　遇▶ 厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、交通費、 

業績・評価に応じ賞与・昇給有

仕　事▶ 受付会計診療報酬請求、診療補助、 
院内環境整備（電子カルテ使用）

給　与▶ 月給175,000円～ 
★別途交通費規定支給

◆医療事務（正職員・パート）

仕　事▶ 処置、診察介助、電子カルテ入力、院内環境整備
給　与▶ 月給210,000円～ 

★業者介さず応募・採用の方：特典あり

◆看護師（正･准/正職員）

★他職種事務、サービス業からの転職歓迎いたします。
★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円～）

調剤・医療事務経験者歓迎！

《共通項目》

恵庭 正 パ 医療事務正 看護師

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930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

仕　事▶ ①朝届いた荷物のバーコードをタブレット端末でスキャンしお客様情報を入力 
　(スマートフォンなどの文字入力がで出来ればすぐに覚えられます。） 
②登録した荷物を配車別に仕分けする（極端な重量物はほかのスタッフが運びます。） 
　※一週間程度の研修有

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、学生歓迎 
給　与▶時給1,000円～
時　間▶  5:00～8:00の間で2～3h　※勤務時間調整可能
勤　務▶ 週1～5日　※応相談(平日のみOK　曜日の固定も応相談)
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与 

千歳市流通2丁目3-10
千歳旭ヶ丘
営業所ヤマト運輸㈱

まずはお気軽にお電話ください。担当/水戸

080-5451-8588

ヤマト運輸宅急便 
「早朝」仕分けスタッフ募集

★バイトデビュー歓迎
★お友達との応募も可

★WワークOK
★短期・長期選べます

コープさっぽろパセオすみよし店、スーパーアークス千歳店から車で約5分！

スキマ時間や学生さんの 
長期休みのアルバイト、 
定年後の方も歓迎します

年齢性別問わず活躍中！

千歳 ア パ 宅急便仕分け

 

開催時間 各日2回　①11時～ 11時45分　②14時30分～ 15時15分
 講座終了後に個別のスマホ操作に関する相談（最大60分）対応 
 あり。ご利用の方は併せてご予約ください。
申込方法 開催日の前々日までに電話で申し込みしてください。
 予約専用電話：0800-111-9442（10時～ 18時）
 ※既に定員の場合もあります。予約専用電話にお問い合せください。

千歳市からのお知らせ

問合せ

日程 開催場所（※各施設の駐車場）
6月1日（水） 鉄東コミュニティセンター
6月2日（木） 農民研修センター
6月7日（火） 北新コミュニティセンター
6月8日（水） 花園コミュニティセンター
6月9日（木） 北コミュニティセンター
6月14日（火） 祝梅コミュニティセンター
6月15日（水） 北桜コミュニティセンター
6月16日（木） 支笏湖市民センター
6月21日（火） 富丘コミュニティセンター
6月22日（水） 北信濃コミュニティセンター
6月23日（木） 中央コミュニティセンター
6月28日（火） 泉沢向陽台コミュニティセンター
6月29日（水） 鉄東コミュニティセンター
6月30日（木） 農民研修センター

6月の日程・場所

内　容  各施設の駐車場に駐車したセミナー専用車両内で開催。オンライ
ンで講師が指導し、初めてのスマートフォン体験（45分）を行い
ます。※セミナーで使用するスマートフォンは当日貸し出します。

対　象 千歳市民でスマホ未所有の方など
費　用 無料
定　員 各回3人（申込先着順）

千歳市 市民環境部 市民生活課 市民生活係　☎0123-24-0183

 千歳市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係
 URL／ https://forms.gle/LMEiHNSo2Hx1GdxD6
 E-mail ／ c-shakyo@chitose-shakyo.or.jp
 ☎0123-27-2525

対 象 千歳市民、支え合いの活動に関心がある人
参 加 料 無料
申込方法 URLまたは電話にてお申込みください。

千歳市社会福祉協議会からのお知らせ

問合せ
申込

地域みんなで支え合い！～助け合いの心を形にするために～

　　　　　ちとせ市民ふくし講座【公開講座】参加者募集
　「いつまでも住み続けられる地域づくりを目指す」ための人材育成を行う
目的で、講演会を開催します。各会場に集まって受講するほか、オンライン
（Zoom）でも受講可能です。

テーマ

❶【ボランティア活動編】
「 新しい生活様式で進める地域づ
くり～つながりを途切れさせな
いボランティア活動のカタチ～」　

❷【地域づくり編】
「 地域・仲間とつながり続ける地
域づくりのヒント～支え合いを
広げる実践事例と共に～」

講師
東北福祉大学総合マネジメント学
部教授　高橋　誠一 氏

全国コミュニティライフサポート
センター　地域支え合い推進セン
ター　主幹　橋本　泰典 氏

とき 6月16日（木）13時30分～15時 11月30日（水） 14時～15時30分

ところ

千歳市社会福祉協議会（定員20
人）、祝梅コミュニティセンター（定
員30人）、北桜コミュニティセン
ター（定員20人）、花園コミュニ
ティセンター（定員30人）、向陽台
コミュニティセンター（定員30人）

北ガス文化ホール 中ホール（定員
200人）

※オンライン（Zoom）で同時配信、それぞれ定員95アカウント

申込期限 6月9日（木）まで 11月24日（木）まで

令和4年度

は地域の方々を中心とした独自のポスティングシステムで、
毎週各ご家庭にお届けしています。

配布地域内でお手元に届いていない場合はお届けしますので、お気軽にご連絡ください。  ちゃんと編集部 TEL.0123-27-0911


