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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 〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…すぐタケムラ

エネワンでんき
にのりかえましょう♪

電力は

 千歳市こども政策課こども政策係　☎0123-24-0341（直通）
 Eメール　kodomoseisaku@city.chitose.lg.jp

対 　 象  保育士資格、幼稚園教諭免許資格を持っている人（資格取得見
込みの人含む）　※資格を持ちながら、現場を離れている人も
歓迎します。

登録方法  ホームページから登録フォームに進み、必要事項を入力。
（ホームページから求職票を印刷し、必要事項を記載し郵送ま
たはFAXでの送付も受け付けています）

そ の 他  就職に関する不安や疑問についての相談も設けておりますので、
ご気軽にご利用ください。（電話相談・メール相談あり）

千歳市からのお知らせ

問合せ

認定こども園・保育園・幼稚園で
働きませんか！
　保育士就職相談窓口「ちーマインダー」をこども政策課窓口（千歳市役所第２
庁舎1階3番窓口）で開設しています。
　教育・保育施設等で就職を希望される方に、市が無料職業紹介を行うサービ
スです。長期雇用はもとより、短期的な雇用も受け付けています。登録された方
には希望に合う求人(教育・保育施設等)を紹介し、面接等の設定まで行います。

保育士就職相談窓口「ちーマインダー」を開設しています

千歳市　ちーマインダー

◆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
期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶時給920円～
時　間▶ 6:00～14:30(実働6～7.5h) 

14:30～22:00(実働6～7.5h) 
※6h以下は休憩・残業なし

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、
受動喫煙対策有（屋外にて喫煙可）

共
通
項
目

千歳 ア パ 送迎、受付

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▶ ①時給930円 ②時給960円
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶土日祝
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆ ①昼清掃 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・清掃員

一緒に頑張りましょう！

恵庭 パ 清掃、調理補助

募
集

期　間▶1年毎の更新
給　与▶ ［契約社員］月給145,000～194,400円 

［パート］時給950円
時　間▶  ［契約社員］8:45～17:15 

［パート］応相談 
※休憩1h、残業/月10h程度

休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、退職金制度有、 
敷地内禁煙、正社員登用有

勤務先▶ 千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

23-4111【担当】佐藤

パート勤務は

勤務時間・日数
応相談!!

問い合わせだけでもOK！

医療法人同仁会

千歳第一病院
千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

契約社員
パート 医療事務員

資格がなくても

大丈夫!

千歳 契 パ 医療事務員

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！
学生アルバイト！！

期　間▶  即日～翌3/31 
その後1年毎の更新

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 制服貸与、受動喫煙対策有

 

レ
ジ

千歳 ア レジ

千歳・恵庭

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00

の間（作業内容によって変動有、
応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給950円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 社会保険なし、交通費規定支給、 

敷地内禁煙　※委細面談にて 

パ 業務スタッフ

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの
仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

0123-27-0911

　マリアージュインベルコ千歳支社（今野

良紀取締役支社長、写真左）が運営する結

婚式場ベルクラシックリアン平安閣（千歳

市錦町4）でこのほど、食の愛好家が集う

リアン倶楽部（関根悟会長、写真中央）の

会合が開催されました。

　リアン倶楽部は、平安閣自慢の料理を堪

能しながら会員相互の親睦を深めることを目的として2015年に設立。同年8月

に第1回目を実施し、28回目となる今回は82人の会員が参加しました。

　会合では、3年ぶり7回目となる北海道盲導犬協会への寄付贈呈式を実施。北

海道盲導犬協会事務部の阿部浩二経理担当次長（写真右）と3歳の盲導犬「ツキ」

が登壇し、日頃の活動への理解を求めました。壇上では、関根会長と今野支社長

が心を込めた寄付の目録を贈呈。当日の出席者から5万3千円、リアン倶楽部会

費の積立金から5万円、マリアージュインベルコ千歳支社から5万円の計15万3

千円が同協会に寄付されました。

写真提供／マリアージュインベルコ千歳支社

第28回リアン倶楽部に82人が参加
北海道盲導犬協会に計15万3千円を

寄付

札幌市中央区北1条西4丁目2-2 札幌ノースプラザ6F  　 011-200-8808

お気軽にお電話ください。 【受付 月～金曜 9～18時】

0120-288-441
■病院・医院・福祉施設・社員食堂の給食委託業務

レ オ ッ ク
株 式 会 社LEOC

病院内厨房のキッチンスタッフ大募集!!

期　間▶1年毎の更新制
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、社保加入、早出手当（9:00までは時給150円アッ

プ）、残業・正月手当有、母子父子手当有、制服貸与、契約/賞与年2回、受動喫煙対策有

【全体共通項目】

● 調理師（契約） 
給　与▶月220,000円
● 調理スタッフ（パート) 
給　与▶時給1,300円
● 調理補助（パート) 
給　与▶時給1,000円

島松病院 恵庭市西島松570番地 中央バス「北柏木」バス停徒歩10分

【共通項目】
時　間▶ 4:00～13:00、10:00～19:00  

※シフト制  
※休憩1h、状況により残業の場合有

休　日▶シフト制

● 調理師/責任者候補（契約) 
給　与▶月28万円
● 調理スタッフ(パート) 
給　与▶時給1,300円
● 調理補助（パート) 
給　与▶時給1,000円

千歳病院 千歳市桂木1丁目5-6中央バス「桂木1丁目」バス停徒歩5分

【共通項目】
時　間▶ 5:00～14:00、10:30～20:00  

※シフト制  
※休憩1h、状況により残業の場合有

休　日▶シフト制

恵庭第一病院
● 調理師/責任者候補（契約) 
給　与▶月230,000円
● 調理スタッフ(パート)  
給　与▶時給1,300円

恵庭市福住町1丁目6-6中央バス「市役所通り」バス停徒歩5分

【共通項目】
時　間▶ 5:00～14:00、9:45～19:15  

※シフト制  
※休憩1h、状況により残業の場合有

休　日▶シフト制

未経験者歓迎

母・父子家庭手当有
月5,000円

経験者優遇

正社員登用有
食事手当有
調理経験者歓迎

千歳・恵庭 契 パ 厨房スタッフ


