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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
2023年 1月21日土～2023年 2月5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!!

　1月はアイヌ語で「トウエタンネ チュプ = 日が長くなる月」（沙流地方）等と呼ばれ
るそうです。厳しい寒さが続きますが、太陽はわずかずつですが力を増してきますね。

　さて2023年となりました。新しい年の幕開けにふさわしく、まさに夜空の幕を開け
るような話題を。昨年10月のアンカレジ市への派遣で見聞きしたアラスカの自然を、
散歩目線でご紹介する3回目です。
　今回は、そう！オーロラです。英語では“northern lights“ノーザン・ライツ、日本
語には極光という言葉がある通り、北極・南極に近い高緯度の地方で見られる現象
です。

　アンカレジ滞在3日目、AFNアラスカ先住民族連盟の大会でアイヌ民族の伝統舞
踊を披露した日の深夜0時近く。ホテルの部屋で日記を書いていると突然電話が鳴り
ました。
　「オーロラが観られそうだ。これから行けますか？」
　ミアーズ中学校のK先生からです。もちろんすぐに冬用のジャケットに帽子・手袋
で飛び出しました。10月21日、路面は凍っています。

　K先生が車を走らせながら教えてくれました。アラスカ大学が天気予報ならぬ「オー
ロラ予報」を出していてウェブサイトで見ることができ、そこにはオーロラ活動の予想
レベルが1から9まであり、今夜はレベル6。これはなかなか無いかなり高いレベルな
ので期待できるというのです。
　近くの海岸の公園は霧で何も見えず、それでは！ と車で約20分、フラットトップ山
の登山口まで登りました。駐車場から雪が少し積もった遊歩道を歩くと眼下にアンカ
レジ市の夜景。そしてその上に見事なオーロラ！ カーテンを揺らすようにゆっくりと変
化する幻想的な輝きに、言葉が出ないほどでした。

　オーロラは、太陽から飛んでくる電気を帯びた粒（電子や陽子）が地球のN極やS
極に引き寄せられ、それが空気の粒に当たって光を発する現象です。発光のしくみは
蛍光灯やネオンサインと同じだそうですが、本当に不思議な美しい光でした。

　千歳・恵庭市で観測された記録があるかどうか調べきれませんでしたが、「低緯度
オーロラ」という北の空が赤く染まる現象は、陸別・稚内などで観測できることがあり
ます。太陽の黒点活動が大きく、空気が乾燥し、晴れていて、放射冷却が起きるなど
の気象条件がそろった時にだけ見られる珍しい現象です。

カケスさんの自然散歩

アラスカ散歩 その③

by 中原〝カケス”直彦（しこつ湖自然体験クラブ＊トゥレップ 理事）

第151回

●プロフィール　カケスさん
中 原 直 彦　（社）日本自然保護協会の自然観察指導員。市民団体「しこつ湖自然体験クラブ＊
トゥレップ」を2003年に設立。(財)アイヌ民族文化財団・活動アドバイザー。小学校非常勤講師、
専門は環境学習。音楽活動ではブルーグラス・バンドを主宰。2009年8月より当コラムを執筆。

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

スズキレンタカー北海道
OTSレンタカー 千歳空港営業所

千歳市流通2丁目
3-14

担当/萱場･熊谷27-7000

期　間▶即日～3ヶ月 ※期間応相談、長期も可
仕　事▶ ①貸渡業務全般、空港カウンターでの案内・

受付業務等 
②洗車、車両移動、配車業務等 
③送迎業務、車両移動、配車業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 
（バス送迎スタッフは要大型免許、 
中型8t限定なしでも可）

給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:00～19:00 

※実働4h～で応相談 ※残業/月0～20h
休　日▶シフト制 ※週1～6日勤務で応相談
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、 

交通費規定支給、正社員登用制度有

未経験者歓迎

公共交通機関利用の通勤の場合は 
送迎有（千歳駅・南千歳駅まで）

どちらも大歓迎
長期・短期可 短時間・フルタイム
千歳 ア パ ①受付 ②洗車 ③送迎

夕方からも働ける方歓迎!!夕方からも働ける方歓迎!!
接客は一切なし！お休みが取りやすい環境♪接客は一切なし！お休みが取りやすい環境♪

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0123-46-5836担当/西井
受付/11～20時

北国の寿司 花ぶさ千歳市美々 新千歳空港
ターミナルビル3階

期　間▶�雇用期間の定めなし
仕　事▶�食器洗浄機を使用しての洗い場業務
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給980円
勤　務▶�週2～5日で応相談 

※シフト制 ※扶養内勤務も可
時　間▶�①１0:00～16:00 

②16:00～20:50 
※①②シフト制、①②から選択OK 
※残業なし

待　遇▶�各社保完備（勤務による）制服貸与、
交通費全額支給、車通勤可、休憩室
有、受動喫煙対策有

男女問わず学生からシニアまで歓迎!!

千歳 パ ア 洗い場スタッフ

千歳科学技術大学/千歳市美々

カンセイ/千歳市流通 

資　格▶車通勤可能な方（交通機関が不便な為）
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～10:30 ※実働3.5h、休憩・残業なし
休　日▶土曜・日曜・祝日他

資　格▶車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 13:00～16:00 ※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶火・金または、月・木 ※応相談

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

清掃スタッフ 募集!清掃スタッフ 募集!

未経験者大歓迎未経験者大歓迎

千歳 パ 清掃

【共通項目】
期　間▶4月中旬頃～11月中旬頃まで
勤　務▶ シフト制 ※要相談、平日月曜休み 

★土・日曜、祝日のみの勤務もOK!
待　遇▶  健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険加入、交

通費規定支給、職種により制服貸与、従食割引有、研
修期間有、受動喫煙対策有

趣味も仕事もゴルフで充実!!趣味も仕事もゴルフで充実!!
★仕事終わりにプレーできます!★仕事終わりにプレーできます!

★扶養内勤務OK!★扶養内勤務OK!
学生さんも歓迎!!学生さんも歓迎!!
★土日祝のみのアルバイトもOK!!★土日祝のみのアルバイトもOK!!

★�子育て中の方も歓迎!�★�子育て中の方も歓迎!�
時間応相談!時間応相談!

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

60代の方も活躍中！ 性別・年齢不問

ゴルフ場スタッフ募集ゴルフ場スタッフ募集

〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1
 アロハリゾート採用係宛

［お問合せ］ 0145-23-2236

資　格▶ ①調理師免許、経験者優遇 
②③未経験者歓迎、経験者優遇

時　間▶6:00～18:00（実働8h以内）
給　与▶ ①月23万円～ ※残業/月10h 

②③契/日給7,500円～　ア/時給920円～  
※残業/月0～5h

給　与▶ 日給7,500円～
時　間▶ 6:00～18:00（実働7.5h）  

※変動有 ※残業/月0～5h

◆コース管理【契約社員】

◆①調理師（サブチーフ）【契約社員】
◆②調理補助【契約社員/アルバイト】
◆③ホールスタッフ【契約社員/アルバイト】

給　与▶ 日給7,500円～
時　間▶ 平日/7:00～16:00の間で実働8h ※残業/月0～5h 

土日/6:00～17:00の間で実働8h ※残業/月0～5h

◆ポーター【契約社員/アルバイト】

給　与▶ 契/日給7,500円～ 
ア/給与920円～

時　間▶6:00～18:00の（実働6～8h） ※残業/月0～5h

◆フロント・スタート【契約社員/アルバイト】

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。

安平 契 ア 調理、調理補助、ホールスタッフ、コース管理、フロント・スタート、ポーター

0123-36-7555

仕　事▶ 病棟での看護業務全般
資　格▶ 看護師免許、夜勤可能な方
時　間▶ 日勤/8:40～17:15　※休憩1h 

夜勤/16:40～翌9:15　※休憩2h 
※2交替制　※夜勤3～4日/月 
※残業/月5～10h

休　日▶シフト制
給　与▶ 月228,500～384,300円 

（各種手当含む）+夜勤手当、残業手当

仕　事▶ 透析センターでの看護業務全般
資　格▶看護師免許
時　間▶ ①8:30～17:05　※休憩1h 

②8:00～19:00　（月・水・金）　※休憩1h 
③13:00～22:30　※待機有 
※残業/月10ｈ

休　日▶ 日曜日、他、シフト制
給　与▶ 月232,500～388,300円 

（各種手当含む）+待機手当、残業手当

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人 北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

受付/9〜17時
担当/看護部長 佐藤

正職員募集
恵み野病院社会医療法人 北晨会

病棟看護師 透析センター看護師

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（昨年度実績3.95ヶ月分）、 

退職金制度（3年以上勤務者）、通勤手当（上限45,000円）、 
昇給有、処遇改善手当有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

共通
項目

24時間対応の院内保育所有!  
子育て世代も安心して働けます。

恵庭 正 看護師、透析センター看護師

社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会 ほっとす

経験のない方も始められるお仕事です!

デイサービスデイサービス
運転手兼介護職員運転手兼介護職員

仕　事▶デイサービスセンターの送迎、レク等
資　格▶要普通自動車免許（AT限定可）
給　与▶ 時給1,200～1,255円 

※資格に応じて+最大3,500円/月
時　間▶ 8:30～16:30 ※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶週2～5日 ※ご相談に応じます。
休　日▶日曜日固定休、年末年始 
期　間▶ 即日～3/31 ※その後1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定

支給、館内禁煙、介護資格取得制度有
勤務先▶ 新富ほっとす/新富1丁目3-5 

祝梅ほっとす/流通3丁目3-16

［受付］月～土/8:45～17:15 ［担当］介護総務係:岡田

まずはお電話ください。

千歳市新富1-3-5

0123-42-3133

千歳 パ 運転手兼介護職員


