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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
千歳市北斗2丁目（国道36号線沿）Tel 0123-24-1181 

家　　  具
インテリア
介護用品

●営業時間/10:00～18:30 ●定休日/水曜日 ●駐車場完備

■オーダーカーテン
2022年 10月29日土～11月13日日 25%~50%

OFF

■お手頃価格から有名メーカー品まで取り揃え!!

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9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

　当団体は、生活困窮者の支援をしている団体です。北海道か
ら許可をいただき、国土交通省の住宅セーフティーネット制度に
準じ居住の喪失及びその可能性がある方に居住の提供及び支
援をし、生活支援、相談支援、就労支援をしています。

Q1
　人生いろいろあります。人生のリスタートを切れる方への支援
に活用したいと思っています。

Q3

　言葉では言い表せないほど大変なことは多数ありますが、団
体が入居支援をした後、自立に向かい転居をしたときには、この
仕事をしてよかったと思います。

Q2
　日々真心の寄付及びご協力に対して御礼申し上げます。これ
からも精進してまいります。
　会費については、一般会員は3,000円、賛助会員は1,500円と
なります。入会申込書がございますので、お手数ですがご一報い
ただけますよう、よろしくお願いいたします。

Q4

　視覚障がい者の音楽バンドを結成し、音楽を通して社会貢献
の活動をしています。

Q1
　年1回のチャリティーコンサートの開催に活用させていただき
たいです。

Q3

　メンバーが全国に点在しているので、なかなか全員で集まって練
習できないことが悩みです。しかし、ここ千歳でバンド結成45周年
を迎えることができ、また千歳市立図書館のブルーファミリア文庫
に図書の贈呈を続けることができ、よかったと思っています。

Q2

　新型コロナウイルス感染拡大のために2年間中止していた、年
1回のチャリティーコンサートを10月9日に再開しました。今後
も、コンサートに多くの皆様のご来場をお待ちしております。

Q4

■代表者／理事　盛　誠逸
■連絡先／TEL 0123-29-7453
■設　立／2015（平成27）年4月
■会員数／10名
■U R L／http://www.npo-hotland.com/

ほっとらんど
特定非営利活動法人

ブルーファミリア
■代表者／代表　目黒　達也
■連絡先／千歳市富丘1丁目26-6
■設　立／1976（昭和51）年12月18日
■会員数／14人（男性10人・女性4人）

期　間▶即日～翌3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円、17時以降/時給980円 

高校生/時給920円～
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

共
通
項
目

◆青果

◆レジ 学生歓迎

時　間▶ 8:00～13:00
時　間▶  9:00～13:00 

17:00～22:00
◆惣菜 時　間▶ 8:00～13:00

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア パ 店内業務

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

0123-23-0081 採用担当

見学してからの応募OK!まずはご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

パート募集
無資格OK!

期　間▶1年毎の更新制
資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 

無資格でも応募可、要普通免許
時　間▶13:00～18:00 ※時間応相談
給　与▶ 有資格者/時給1,030円～ 

無資格者/時給980円～ 
※処遇改善手当を含む

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有、施設内禁煙

千歳 パ 児童デイサービススタッフ 恵庭 パ 院内売店販売員

期　間▶長期
給　与▶  時給930～1,100円 

※試用期間1～3ヶ月有/時給920円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等 
※ 休憩有（勤務時間による）、 
繁忙期のみ残業の場合あり

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、 

喫煙所あり、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
　　◆扶養内勤務もOK‼　
　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

0123-34-0740応 募 株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給960円
時　間▶ ①10:00～15:00 

※休憩なし、残業なし 
 ②10:00～19:00 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶シフト制　※応相談
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》

給　与▶ 時給960円
時　間▶ 18:00～22:00
勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶①土日祝　②日祝
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆①手術室清掃　②夜清掃《パート》
共通項目

期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、

制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、有
給休暇有、職場内禁煙

扶養範囲内
勤務も可調理員・清掃

スタッフ募集

恵庭 パ 清掃、調理補助

応
募

0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

0909work

北日本事業統括部 千歳営業所
㈱ジャパンクリエイト
千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F

労働者派遣許可番号 
（派）27-300717 
有料職業紹介事業許可番号 
27-ユ-300414

時　間▶ 9:00～18:00　 
※12/19以降は夜勤勤務となりますので、 
　ご対応いただける方大歓迎！ 
【12/19】0:30～10:00 
【12/20】21:00～翌2:00 
【12/21】21:30～翌9:30 
【12/22】18:30～翌5:15 
【12/23】19:00～翌3:30　 
※休憩1h　※残業なし

◀こちらからチェック!!▶

仕　事▶ クリスマスケーキの製造　NO.1957-A-03 
イチゴのヘタ取り、イチゴの選別、シール貼り等

期　間▶11/24～12/24
給　与▶ 時給1,180円～　 

※22時以降時給1,475円
休　日▶土日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

喫煙ブース有、車通勤可、 
クリスマスケーキの格安購入可

勤務先▶恵庭市恵南

20名
大募集

恵庭 派 工場内作業


