
2022年7月15日（金）ちゃんと 14

　フレイルとは、介護認定でいう「要支援」「要介護」になる一歩手前の段階です。
そのまま放置すると介護が必要な状態になる可能性が高く、早期発見と適切な
予防・改善をして行くことが大切です。
　新型コロナウイルス感染症の影響で社会との交流ができなくなり、精神的に落ち
込み、徐々に身体機能が衰えるという悪い流れになっています。
感染予防をしながら社会とのつながりを切らさないようにしましょう。

4 つ以上当てはまる場合は要注意！

たよれーるたよれーる
だより

恵庭市地域包括支援センター恵庭市地域包括支援センター

①この一年間に転んだことがある。
②1kmぐらいの距離を続けて歩くことができない。
③目が見えにくいことがある（眼鏡を使った状態でもよい）
④家の中でよくつまづいたり、すべったりすることがある。
⑤転ぶことが怖くて外出を控えることがある。
⑥この一年間に入院したことがある。
⑦最近、食欲がない。
⑧現在、硬くて食べられないものがある（入れ歯を使用しても）。
⑨この6か月間に3kg以上の体重減少がある。
⑩この6か月間に、以前に比べてからだの筋肉や脂肪が落ちてきたと感じる。
⑪一日中家の外には出ず、家の中で過ごす事が多い。
⑫外出が週に1回程度である（庭先のみやゴミ出し程度の外出は含まない）。
⑬家の中あるいは家の外で、趣味・楽しみ・好きでやっていることはない。
⑭親しく話ができる近所の人はいない。
⑮近所の人以外で、親しく行き来するような友達、別居家族または親戚はいない。

たよれーる きた（恵庭市きた地域包括支援センター）
恵庭市島松本町1丁目11番 1　☎ 25-3100

たよれーる ひがし（恵庭市ひがし地域包括支援センター）
恵庭市黄金南5丁目11番地 4　☎ 35-1071

たよれーる みなみ（恵庭市みなみ地域包括支援センター）
恵庭市柏木町429番地 6　☎ 34-8467

たよれーる 中島・恵み野（恵庭市中島・恵み野地域包括支援センター）
恵庭市恵み野西2丁目3番地 10　☎ 36-0036

配布中

予防策として、いきいき百歳体操や、ウォーキング等もおすすめです。
さあ、フレイル予防始めましょう。
気になる方はお近くのたよれーる（地域包括支援センター）までご相談ください。

フレイルリスク度を自分でチェックしてみましょう。 あなたは
いくつ
当てはまる
でしょう？

もしかしてフレイル？

新千歳空港シアター
所 新千歳空港国内線ターミナルビル　4F　
℡ 46-4150　 時 9時～ 22時　 料 一般
1800円、大学生1400円、高校生以下
1000円、幼児（3歳～）1000円、シニア
（60歳以上）1100円　 P 駐車場3時間無
料（エンターテインメント施設利用で）

劇 場 情 報

原泰久の人気漫画を実写化した2019年公開の大
ヒット映画「キングダム」の続編。

「トイ・ストーリー」で誰よりも仲間思いのバズ・
ライトイヤーの、知られざるルーツを描く感動の
ファンタジー・アドベンチャー。

上映中

©2021 Universal Studios.
監督：カイル・バルダ
声の出演： 笑福亭鶴瓶、市村正親、尾野真千子、渡辺直美
配給：東宝東和

©Disney
監督：アンガス・マクレーン
声の出演： 鈴木亮平、今田美桜、山内健司（かまいたち）、三木眞一郎、磯辺

万沙子、銀河万丈
配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

©原泰久／集英社　©2022 映画「キングダム」製作委員会
監督：佐藤信介
キャスト： 山﨑賢人、吉沢 亮、橋本環奈、清野菜名、満島真之介、岡山天音
配給：東宝、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ミニオンズ フィーバー

キングダム２ 遥かなる大地へ

予告なく、上映作品が変更になる場合がございますのでご了承ください。

7/15（金）公開

7/15（金）公開

バズ・ライトイヤー

ミニオンたちと少年グルーの【はじまりの物語】の全
貌が、イルミネーション史上最高のスペクタクル・ア
クションと、ミニオンズならではの予測不能なユーモ
アとともに明かされる大注目の最新作！

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 学校法人 鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 TEL.0123-34-0019

北海道文教大学HBUHOKKAIDO BUNKYO UNIVERSITY
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(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係応募

時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 
　7:30～16:30、12:00～21:00 
　※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、 
　11:30～20:30　※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　7:30～12:30　※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　11:30～20:30　※実働7.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00　※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00　※実働4h

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円、⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 
※試用期間/時給900円

休　日▶シフト制　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集‼

日数・時間 
応相談

千歳 パ 清掃

◆送迎ドライバー
仕　事▶ 新千歳空港からマイクロバスでの送迎
資　格▶ 年齢不問、要大型免許または中型免許 

（限定解除）保持者、自衛隊OBの方大歓迎

千歳市美々2187-2アイシーパーキング
☎011-398-9471 担当/堀

まずはお電話ください。面接時履歴書は不要です!!

◆駐車場受付スタッフ
仕　事▶受付カウンターにて利用者様や電話の対応
資　格▶経験不問

給　与▶時給889円～
時　間▶ 6:00～14:30(実働6～7.5h) 

14:30～22:00(実働6～7.5h)
勤　務▶ 週1～5日程度 

※シフト制、平日、土日のみ勤務OK
待　遇▶労災保険、昇給有、交通費規定支給、車通勤可

共通項目

千歳 ア パ 送迎、受付

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ 学校用務員（トイレ清掃及び事務作業等）
資　格▶未経験歓迎、車通勤できる方
時　間▶7:30～16:00（実働7.5h） 
給　与▶時給920円
勤　務▶月～金 ※土曜日の行事出勤回数、年4回程度有
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市内

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電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳市内の学校の用務員

学校用務員募集未経験者
大歓迎！！

千歳 契 用務員

仕　事▶アパート、マンション共用部分の巡回清掃
資　格▶車両で移動できる方、未経験者歓迎
時　間▶ 8:00～17:00（フリータイムで1日4～5ｈ程度）
給　与▶時給920円
休　日▶土、日、祝日、ＧＷ、お盆、年末年始
勤　務▶月～金の間で、週3～4日
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳市内

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電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

清掃スタッフ募集！
ご応募ください♪
男 女問わず

時 給 920円！ 未経験者 
歓迎！

千歳 パ 清掃

仕　事▶一般事務
資　格▶ 資格・経験不問 ※PC操作（エクセル）可能な方
給　与▶ 時給1,000円 ※交通費込
時　間▶ 10:00～17:00の間で6h 

※勤務開始・終業応相談
勤　務▶週4～5日
休　日▶土曜、日曜、祝日、ＧＷ・お盆・年末年始
待　遇▶ 社会保険完備、車通勤、交通費規定支給、

有給休暇（入社6ヶ月後に10日付与）

★子育て世代歓迎! ★扶養内勤務可!

一 般 事 務
募 集

千歳市千代田町6－8 平和駅前ビル3階A号室
（株） スターロードシステム北海道支店

電話の上、写真付き履歴書をご郵送ください。 

担当/栗
ク リ ス ノ

巣野
☎0123-25-9280
080-7334-1007

千歳 パ 一般事務

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30～16:30 
夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

空港施設
警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

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、その他 

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！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
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

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

ホームヘルパー募集!

求人ナビなら

ぴったりの仕事が

きっと見つかる。


