ちゃんと
千歳・恵庭近郊の
求人広告の
お申し込みは

2022 年 9 月 30 日（金）

お仕事探し応援します！

web

℡0123-27-2611
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配管を流れているのは
水 や 空気だけではありません。
その管には私たちの情熱 と 信頼が流れています。
一緒に働く仲間を待っています。

■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/
毎週木曜日更新

《雇用形態マーク》 正 正社員 契 契約社員 準 準社員 派 派遣社員 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

ハンディターミナル

？

使う
お仕事で
〜ん だ
な
て
アレっ

バーコードやQRコードを
読み取り、すぐに商品を
管理出来る機械。
片手で扱えるため、
コンビニやスーパーなどで
広く利用されています。

ピッ！

その他

パ

千歳

ア パ

ルームメイク

小さいお子さんがいても 扶養内
OK !
働きやすい時間帯です
期
仕
資
給
時
勤
待

間▶長期
事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
格▶年齢不問、未経験者歓迎、
土日祝も勤務できる方歓迎
与▶時給930円〜 ※試用期間有
間▶10:00〜14:00 ※稼働状況による ※残業なし
務▶週2〜5日程度
遇▶交通費規定支給、皆勤手当
（当社規定により支給）
年2回特別手当支給、
喫煙スペース有

年齢
不問

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。
担当/さいとう

0123-23-1166
ビジネスホテル ホーリン 千歳市錦町
2丁目10-3

牧場作業

牧場作業

仕

事▶ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取
り替える作業
ⓑエサが入っている器の洗浄
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除
まずは
スタッフ募集!!
※ⓐ〜ⓒを3〜4人で分担
職 場 見 学 して み ま せ ん か ？ 時 間▶6:00〜9:00（実働3h）、6:00〜16:30（実働8h)
※勤務地によって就業時間が異なる場合が
《週5日 or 週6日 働き方選べます！》
ございます。
★ WワークOK！
給 与▶時給1,000円
車 千歳駅から約25分
★ 年2回ミニ
勤 務▶週5日または週6日 ※選択可
で 沼ノ端駅から約20分
ボーナス支 給
休 日▶
［週5日勤務］
週休2日制（日曜、他1日）
［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！
待 遇▶労災保険、車通勤可、交通費規定支給、
行 こ う！ い い ホ ー ス
夏季・冬季ミニボーナス有、忘年会等のイベ
ント有、
定期健康診断、食堂利用可
勤務先▶ノーザンファーム早来（勇払郡安平町早来源武275）
勇払郡安平町早来 源武275
ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）

0120-15-1143

応募

10月

恵庭市立図書館

FAX 0123-39-6173
株式会社図書館流通センター
【指定管理者】
10月1日（土）〜27日（木）

恵庭市制施行50周年記念に作成されたオリジナル絵本
「はなちゃんのおでかけ」の原画展を行います。
10月1日（土）〜16日（日）
恵庭市立図書館開館３０周年記念事業
「もりのやきゅうちーむ ふぁいたーず」原画展

会場／恵庭市立図書館（本館）２階 ギャラリー

「もりのやきゅうちーむ ふぁいたーず」（北海道日本ハムファイターズ選手
会/作 堀川 真/絵）の絵本原画展を開催します。絵本に登場する、動物に変身
した選手たちのサイン色紙も展示します。

第３０回としょかんまつり

10月8日（土）

時間／10時〜15時
会場／恵庭市立図書館（本館）

会議室
児童コーナー
展示

内容

10時15分〜10時35分

おはなしさんた恵夢
オリジナル劇「みんなでよいしょ！！」

10時40分〜11時

おはなしのぼうけんエルマー
紙芝居「狐」
おもちゃばこ
パネルシアター＆ミュージック
「どんな色がすき」

11時35分〜12時

男声読み聞かせ隊with Ms
映像絵本「注文の多い料理店」

13時30分〜15時

堀川真さんワークショップ

10時〜12時

和光小学校アート教室 たのしい工作

13時30分〜15時
９時30分〜12時
13時〜15時
終日

期
仕

間▶雇用期間の定めなし
事▶定員19名の企業主導型保育園での
食事の調理全般
資 格▶資格・経験不問、
未経験者・経験者
問わず歓迎、
主婦
（夫）
歓迎
給 与▶時給920円
扶養内勤務
時 間▶8:30〜14:00の間で実働5h〜 Wワーク
※応相談 ※残業なし
勤 務▶週3日〜
待 遇▶各社保完備、交通費規定支給、
車通勤可、
無料駐車場有、
処遇改善手当有
まずはお気軽に
《受付》8〜17時
お電話ください。

OK!!

29-6650

ぷらす保育園

企業主導型
ちとせRera園
保育園
千歳市柏台南1丁目2-1 千歳アウトレットモール･レラ内 区画1260

知って得する

お仕事 豆知識

派

繁忙期
を迎え
仕
期
時

野菜の選別・出荷作業

作業スタッフの登録を
実施致します

事▶野菜の選別・出荷作業（案件No.G-003011)
間▶10月〜12月
幅広い年代の
間▶8:30〜17:30
男性が活躍中 !
※休憩1h、
残業なし
給 与▶時給950円〜
経験
勤 務▶週2〜4日
（シフト制）※応相談
不問
勤務先▶千歳市内
待 遇▶交通費規定支給、車通勤可、
全面禁煙
写真付履歴書を送付
011-807-8490（代表）
してください。
面接は
希望地で行います。 受付時間 平日9:00〜18:00 土日定休

株式会社 北海道支店

■一般労働者派遣(派13-01-1084)
〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2-30

Q.アルバイトとパートの違いは？

A. 特に違いはありません。

アルバイトは、臨時的な雇用で、勤務期間は
短いですが、就業時間はフルタイム（長時間）
が一般的です。
給与は時間給制か日給制で支払われます。学
生の労働者をこう呼ぶ場合が多いです。
パートは、正社員より 1 日の就業時間が短い
か、週の勤務日数が少ない雇用形態。
給与は時間制が多く、主婦の臨時雇用を「パー
ト」と呼ぶ場合が多いです。

⥄ಽߦว߁߈ᣇࠍߒ߹ߒࠂ߁ۭ

原語で絵本を読もう BALLOON おはなし会

会場／島松分館 カウンター前

午前/ステージ 11時5分〜11時30分
午後/工作会

調理員募集

千歳アウトレット
モール・レラ内に
ある保育園です♪

10月11日（火）

令和５年１月〜３月のギャラリー使用予約を受け付けます。
詳しくは、本館までお問い合わせください。
※予約申込が同一期間に重複した場合は、抽選で決定します。抽選は当日9時
45分までに来場された方を対象に実施します。それ以降の申し込みは、使用
可能な期間に限り、カウンターにて随時受付します。

【 問 合 せ】
☎ 0123-37-2181

視聴覚室

千歳

調理員

時間／９時30分
会場／恵庭市立図書館（本館）2階 視聴覚室
対象／市内に居住または通勤・通学する個人、市内に所在する団体
使用期間／1月〜3月の連続した2週間以内

【 住 所 】恵庭市恵み野西 5 丁目10-2

時間

パ

図書館ギャラリーの使用申込を受付します

からのお知らせ

「はなちゃんのおでかけ」絵本原画展

千歳

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419

Do kids Lab
プログラミングゲーム体験会

やってみよう！子ども貸し出し体験
謎解き図書館

としょかんまつり装飾 （玄関ホール）

「もりのやきゅうちーむ ふぁいたーず」
原画展 （２階ギャラリー）

時間／16時〜16時40分
会場／恵庭市立図書館（本館）会議室
定員／30名

10月12日（水）

※申込不要
市内在住の外国人が原語で絵本の読み聞かせをします。

高杉六花さん講演会

10月22日（土）

時間／10時30分〜12時
会場／恵庭市立図書館（本館）視聴覚室
定員／50名
整理券／本館、恵庭分館、島松分館 窓口にて配布 ※なくなり次第終了
『応援ありがとう！！「君のとなりで。」完結記念講演会』
〜恵庭市の作家・高杉六花さん講演会「君のとなりで。」のすべてお話しま
す！！〜
角川つばさ文庫の人気シリーズ「君のとなりで。」の作者である高杉六花さ
んの講演会を開催します。作品が生まれたきっかけや角川つばさ文庫受賞に
至る時のおはなし等もしていただきます。
当日は本の販売・サイン会も行います。

ハッピーハロウィン仮装おはなし会

10月23日（日）

時間／14時〜14時40分
会場／恵庭市立図書館（本館）視聴覚室
定員／10名
対象／幼児〜小学生
事前申込制／10月9日（日）9時30分〜本館窓口・電話（37-2181）で申込開始
おばけのパネルシアターや、ハロウィンにちなんだ絵本の読み聞かせを行い
ます。今回限りのスペシャルなおみやげもありますよ。
一緒にハロウィンのおはなし会を楽しみましょう！

図書館に住んでみるツアー

11月12日（土）・13日（日）

時間／11月12日（土）19時30分〜13日（日）7時30分
会場／恵庭市立図書館（本館）
定員／５組（１組/２〜３名）
対象／20歳以上の人
申込期間／10月6日（木）〜30日（日）本館窓口で受付
食事や寝袋を持ち込んで図書館に泊まってみませんか？

