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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！

℡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

電力供給販売・設備
冷暖房機器販売・設備
住宅機器関連商品・ガレージ・物置・カーポート

営業
品目

〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…
すぐタケムラ

市民活動支援のための定額自動寄付制度

きふ・ともきふ・とも
定額自動寄付制度｢きふ・とも｣とは、福祉・教育・環境保
全などのさまざまな分野で社会に貢献している市民活動
団体とあなたをつなぐために、北洋銀行千歳中央支店と
千歳市が協働企画した寄付制度です。あなたの身近で
社会貢献している団体を100円から応援できます。

定額自動寄付制度｢きふ・とも｣とは、福祉・教育・環境保
全などのさまざまな分野で社会に貢献している市民活動
団体とあなたをつなぐために、北洋銀行千歳中央支店と
千歳市が協働企画した寄付制度です。あなたの身近で
社会貢献している団体を100円から応援できます。

第7回

千歳市企画部政策推進課市民協働推進係

0123-24-0452（直通） seisakusuishin@city.chitose.lg.jp
北洋銀行千歳中央支店

0123-23-3111

登録団体の中から、寄付をしたい団体を選びます。登録団体の中から、寄付をしたい団体を選びます。

ご本人の預金口座の通帳ご本人の預金口座の通帳

あなたの口座から毎月一定額を、希望した団体へ
自動振替します。

あなたの口座から毎月一定額を、希望した団体へ
自動振替します。

口座届出印口座届出印

ちゃんとの紙面でも登録団体を紹介します！
参考にしてください♪

上記の2つを持って、北洋銀行千歳中央支店で
手続きをします。

100円から応援できます!

寄付するには…

北洋銀行「千歳中央支店」のみの取扱いとなります。個人はもちろ
ん、企業や団体でも申込できます。北洋銀行千歳中央支店に口座を
お持ちでない場合は、口座の新規開設をお願いします（印鑑・ご本人

確認資料が必要になります）。

注意事項

登録団体
についての問合せ

寄付の申込
についての問合せ

100円
から始まる、あなたの社会貢献

　平成元年から、子どもたちの創作活動を奨励し、夢や目標に
向かって自ら考え行動する力を高めることなどを目標に全国
409会場で（海外11会場含む・応募総数44万点）作品展を行っ
ています。千歳市では、学校を中心に募集し10月頃に展示（本年
度はオンラインのみ）され、最優秀賞は静岡県熱海市MOA美術
館の全国展に出品されます。

Q1

　主には表彰式の準備や受賞した子供たちの副賞（図書券等）、
移動展示の経費などに活用させて頂きます。

Q3

　2020年はコロナ禍のため開催自体が全国的に中止となりまし
たが、熱海のMOA美術館には全国の児童から直接の出展が約２
万点あり、子どもたちの意欲を改めて感じました。昨年の千歳展

Q2

はオンラインで27点掲載し、感想を添えることで作品に対する
子どもたちの思いがより理解できました。また、全国展で入賞し、
約1カ月間美術館に展示されました。

　本年度はオンラインのみの公開となり掲載数も未定ですが、
子どもたちの創作意欲を止めてしまわないように皆様のご理解
ご協力をお願いいたします。

Q4

　手話を通して、手話技術の向上及び聴力障がい者の抱える問
題を考える団体です。週1回の例会では主に手話の学習を、年間
行事では講演会や交流会などを開催しています。その他、千歳聴
力障害者協会様などと一緒に、市民に手話を広める活動に参加・
協力しています。

Q1
　主催行事の実施、参加の際の補助や学習用テキストの作成や
購入、映像機材の購入に活用したいと考えています。

Q3

　昨年、新型コロナウイルス感染拡大により、例会の休止が計4
か月間ほどありました。再開の見通しが立たない中での例会休
止が一番大変でした。また、オンライン例会も行いましたが、画
面越しよりも直接会って学ぶことの大切さを実感しました。

Q2
　日頃より当会へのご寄付、誠にありがとうございます。2020年
頃から、総理大臣や知事のテレビ会見、インターネット動画など
で手話通訳者を見る機会が増えています。手話が気になる、手
話で話してみたいと思った方はまずは例会にお越し下さい。見学
も可能です。お待ちしております。

Q4

ＭＯＡ美術館
千歳児童作品展実行委員会
■代表者／梅尾　要一
■連絡先／chitosejidousakuhinten@gmail.com　佐藤かおる
■設　立／1989（平成1）年4月
■会員数／34名
■U R L／https://acegn.moaart.or.jp/

千歳手話の会
■代表者／神能　直子
■連絡先／c.syuwa1974@gmail.com
■設　立／1974（昭和49）年3月21日
■会員数／17名
■U R L／https://chitosesyuwa.blogspot.com/

まずはお気軽にお電話ください。

 090-7648-0534［担当］
神馬

期　間▶ 10月11日～11月中旬頃　※延長の可能性有
仕　事▶ ①主に長沼農協にてジャガイモの選別  

②積込み（重量物有）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶①時給1,000円　②時給1,100円
時　間▶  8:00～17:00（実働8h、休憩1h）  

※まれに残業有
休　日▶ 土日
待　遇▶ 交通費規定支給、屋外に喫煙所有
勤務先▶長沼町

総合お手伝いサービス

元気な方
大歓迎♪

千歳市弥生
2丁目5-1

1,000 ～1,100円
その他 ア 野菜の選別、積込み

時給

期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
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1,220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 ※残業無
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） ※敷地内全面禁煙

★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

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

期　間▶長期　※3ヶ月毎更新
仕　事▶①ベッドメイク　②ナイトフロント
給　与▶ ①時給980円　 

※22時以降/時給1,225円　 
②日給13,950円

時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 
②19:00～翌9:00　 
　※8h以上勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶①週2日程度　②週1日程度
待　遇▶ 労災保険、受動喫煙対策有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/田仲
0145-26-2800 【受付】平日 9:00～17:30

料理好きな女性に人気のお店！一緒に働きませんか？

千歳市美々 新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

期　間▶長期
仕　事▶ サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の仕込み等。 

家庭料理の調理ができればOK！他、レジ打ち、品出し、ソフトク
リーム販売など。商品数が少なくシンプルなので、簡単です！

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶ 時給960円～ 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給920円

時　間▶ 7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h 
①7:30～16:00 ②10:00～18:30 ③13:00～21:30 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与、有給休暇、喫煙所有
勤務先▶ Green Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

キッチン・販売

★月収例/158,400円+交通費 
（時給960円×1日7.5h×月22日＋交通費）

未経験者
大歓迎!

スタッフ募集‼

家庭料理が
出来ればOK!

千歳 ア パ 調理、販売

※月収例は一例であり保証するものではありません。

期　間▶長期
仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶車通勤できる方、未経験者・シルバー歓迎
給　与▶時給920円
時　間▶ 13:00～15:00の間で、 

月・水・木/1h　火・金/2h
休　日▶土・日・祝、年末年始
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶千歳市柏台

未経験者
歓迎!清掃員募集

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

丁寧に指導いたします。

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 パ 清掃

千歳市勇舞1丁目2-2㈱えみな まずはお気軽にお電話ください。
担当/糸田（えみな うらら家）

23-2262
080-7656-6610

期　間▶有期雇用1年　※1年後無期雇用転換可
時　間▶ 正①③/日勤8:30～17:30 早出、遅出有 

夜勤15:30～翌9:30 1夜勤2日勤務 
※休憩1h、残業月/6h程度 

パート②④/応相談
待　遇▶ 昇給有（49歳まで毎年有）、交通費規定支給、無料P有 

正①③/社保完備、賞与有、館内禁煙、特別休暇3日

共通項目

無資格の方、勤めてから資格が取れます!! 
半額補助制度有

資　格▶無資格可 ※訪問介護の場合は旧ヘルパー2級以上
給　与▶ 正/月給198,000～230,000円 

※夜勤手当1回/6,000円、5回分を含む 
パート/時給920～960円

休　日▶正/週休2日 パート/応相談
勤務先▶表参照、正/ABC、パート/BD

給　与▶ 月給204,000～250,000円 
※夜勤手当1回/6,000円、4回分を含む

休　日▶週休2日　　　勤務先▶表参照、B

給　与▶時給920円～
時　間▶1日6.5h程度

◆ 介護職員/①正社員 ②パート

◆ ケアマネージャー （介護兼務） /③正社員

◆ 調理員/④パート

勤務先▶ Aゆうまいの家　（千歳市勇舞7丁目10-12） 
Bエルムの家　（千歳市長都駅前5丁目1-10） 
C高齢者住宅うらら家　(同上) 
Dヘルパーステーションえみな　(同上)

勤　務▶週4日
勤務先▶表参照、C

介護職員・調理員・
ケアマネージャー

安心できる仲間と
やりがいのある仕事を

募
集

千歳 正 パ 介護職員、調理員


