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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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第39回全国都市緑化北海道フェア実行委員会事務局（ガーデンフェスタ
北海道２０２２開催のため北海道職員と、恵庭市職員で構成）は、花の拠点
はなふる　センターハウス内にあります。

https://garden-festa2022.jp/ガーデンフェスタ北海道「ガーデンフェスタ北海道2022」公式サイト

第 7回
ガーデンフェスタ、お見逃しなく

　ガーデンフェスタ北海道２０２２、ご来場いただけましたか？
　市内外から多くの方々にご来場いただきながら、早くも後半になりまし
た。

　老若男女知っている花の一つといえば、「ひまわり」。
　実は、ガーデンフェスタ北海道２０２２のポスターにも描かれています。
　メイン会場や協賛会場にも植えられている品種は、１株で約 100 輪の
花を咲かせるうえ、通常、ひまわりの開花期間は 2週間ほどですが、約 3
か月の長い期間楽しめます。よく見かけるひまわりに比べると小ぶりです
が、花をいっぱいつけていて華やかです。
　会場には、よく知っている花でも、あまり見かけない品種も多くありま
す。覚えることが難しいくらい長い名前のものもたくさん。
　メイン会場内に植えられている花々を掲載した「花図鑑」を総合案内所
でお配りしているほか、公式サイトからもダウンロードできます。花図鑑
片手に、じっくり見てまわるのもおすすめです！
　また、企業・団体・自治体の出展庭園が、かわまちエリアに並んでいま
す。花壇とはまた違った趣きです。ご自宅のお庭づくりのヒントにもつな
がるような、想像が膨らむ楽しいエリアとなっています。様々なお庭を見
られる機会は「緑化フェア」ならでは。お見逃しなく！

　すでにご来場いただいたみなさん、お気に入りのスポットは見つかりま
したか？
　1か月間の会期中、植物も日々育っていくため、ガーデンフェスタ前半
とはまた違ったより夏らしい景色に変わりつつあります。季節が変わって
いく様子を実感されることでしょう。
　7月 24 日で、ガーデンフェスタ北海道２０２２は閉幕してしまいます
が、花のふるさとで皆様をお待ちしています。

　学校教育、とりわけ小中学校教育では、地域との関わりを欠かすこと
ができません。児童生徒が学校で学んだことを地域の活動で試し、地域
の方々から学ぶことを通して、人として豊かな成長の一歩を踏み出しま
す。児童生徒は地域で様々な体験をすることで、ふるさとを意識し、ます
ます好きになり、大切にしようとするようになります。
　北海道文教大学外国語学部国際言語学科に在籍し、中学校、高等学校
の教員をめざす学生が、地域の学校の協力を得て教師になるための基礎
を学ぶ姿を紹介します。
　外国籍の児童生徒が小中学校に在籍することが、ごく普通のことにな
りました。転校してきたお子さんの授業で、学生が英語を使った学習支
援ボランティアに参加しています。日本語の習得、学習内容の理解の進
み具合が速いと学生が驚き、感激します。
　アシスタントティーチャー制度では、学生が恵庭市内の中学校に週に
1回、３ヶ月ほど学校体験をさせていただいています。授業はもちろん、
先生の仕事、保護者の方々の思い、学校と地域との関わり方などを、中
学校の協力のもとに体験、知ることができます。終了後
に、学生は先生をめざす意志をさらに強くし、勉強に一
層励むようになります。
　中学校の校長先生とは、学校祭でのお手伝い、部活動、
放課後学習支援などの実施を検討していましたが、新型
コロナウイルス感染拡大の影響で残念ながら中断して
います。
　今後も教科の指導にとどまらない、教師の基礎を地域
に学ぶ機会をさらに工夫していきます。

北海道文教大学学長常田　拓孝 北海道文教大学 外国語学部国際言語学科講師第4回

教師の基礎を地域に学ぶ

大学における地域連携を考える

清掃員1名募集！短期 
アルバイト 

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

応 
募

☎0123-24-3771平日
 090-9753-1491土日

期　間▶11月末まで
仕　事▶主に浴室清掃・コース内茶屋巡回
給　与▶時給1,000円
時　間▶6:30～10:00（実働3.5h）
勤　務▶週3～5日
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

◆ ノースカントリーGC/千歳市蘭越

千歳 ア 清掃

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、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
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!

短時間のパート事務員さんも同時募集

千歳 正 販売、軽整備

仕　事▶ レンタカーの受付等 
※ 仕事を覚えて、 
もっと頑張りたい方は時給UP!

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給900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

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

事務スタッフも同時募集！
1日3～5h週2、3日で応相談！ 889円～時給
短時間

★ 

車
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千歳 ア パ レンタカー業務

☎0123-23-1108応募 【14時以降】

海鮮亭 千歳市清水町
2丁目28

仕　事▶ 注文受け、配膳業務等 ※10～50代、男女共に活躍中
資　格▶ 経験・年齢・性別不問、WワークOK、主婦（夫）、学生

OK(高校生不可）
給　与▶時給1,000円～ ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～24:00の間で1日3h～OK  

※入り時間も応相談
勤　務▶ 週1～6日で応相談 ※シフトは月毎に作成（テスト

休み・学校行事・お子様のご都合等ご相談ください。）
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、駐車場有、 

昇給有、大入手当支給、正社員登用制度有

正社員も同時募集! ※委細面談
ホール及び調理師見習い 月給23万円～（経験による）

大入手当支給!!時 
給 50～200円 UP
千歳 ア パ ホールスタッフ

給　与▶  時給900～1,100円 
※試用期間1～3ヶ月有/時給889円

時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 
例）11:00～14:00、 
17:00～20:00等

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

ホール・キッチン
スタッフ 募集

千歳 ア ホール、キッチン

ランチのみ、
ディナーのみ等、
シフトは応相談！

◆扶養内勤務もOK‼　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

勤務先▶ 千歳市および近郊
仕　事▶ イベント行事、道路工事 

などの交通誘導警備業務
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・年齢不問、 

18歳以上（省令2)
給　与▶ 日給8,000～12,000円 

※法定研修期間（20h)/時給889円
時　間▶  9:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶ 週1日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、昇給

有、送迎有、正社員登用制度有、試用期間3ヶ月有（同条件）
まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎23-0501

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.SECURITY

WワークOK 週1日からOK

正社員登用
制度有

千歳・その他 ア 警備スタッフ

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、

22:00～翌7:00　※時間前後要相談
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▶週2日　※シフト制
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

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

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。

スタッフ募集

パンが
良い匂い♪

恵庭 パ 製造

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶ JR新千歳空港到着の列車内清掃、座席回転、

ゴミ処理、その他及び駅舎清掃
資　格▶ 60歳未満の方 

※定年後は嘱託社員として65歳まで勤務可
時　間▶ ① 8:50～翌8:55 

（一昼夜交代制/実働14時間10分）
　　　　② 8:50～16:40 

（実働7時間5分、休憩45分） 
※シフト制

給　与▶ 月給157,500円 
※試用期間6ヶ月（同条件）

休　日▶月6日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給年１回、賞与年２回、 

有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
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。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

正社員

清掃員募
集

☎0123-45-7160  080-2877-3015

★男性活躍中!　★若干名募集!

千歳 正 清掃


