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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

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。

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419

ちとせっこセンター　
千歳市花園4丁目3-1

℡40-1717、40-1727
（9時～17時30分）

①休日開館
第1日曜日に開館します。
平日に遊びに来られない
方も、この機会にセンタ
ーに遊びに来てみません
か。
対象／就学前の子と保護
者
とき／ 2月5日（日）①9
時30分～ 12時　②13
時30分～ 16時

②「おはなしだいすき♪」
大型絵本やエプロンシア
ターなどを一緒に楽しみ
ましょう。
対象／就学前の子と保護
者
とき／ 2月15日（水）11
時40分～ 12時

③「マタニティウイーク」
ちとせっこセンターの中
にある、つどいの広場を
見学に来てみませんか？ 
見学のあとは、ドリームキ
ャッチャ―作りができます
（材料はこちらで準備し
ています）。
対象／初めてママになる
方
とき／ 2月13日（月）～
18日（土）10時～ 11時
申込日／前日までにお電
話でお申し込みください。
申込先／つどいの広場
℡40-2105（9時30分～
16時）

④「親子でストレッチ講
座」
お子さんと一緒に身体を

動かしてリフレッシュしま
せんか?
講師／宮本　昌子 氏
対象／就学前の子と保護
者
とき／ 3月8日（水）10
時～ 11時
定員／ 15組（抽選）
申込日／ 2月27日（月）・
28日（火）

げんきっこセンター
千歳市新富1丁目2-14
℡26-2070、26-2080
（9時～17時30分）

①あそびの芽～節分お楽
しみ会～
節分の簡単な由来のお話
と豆まきを楽しみましょ
う。
対象／就学前の子と保護
者
とき／ 2月2日（木）11
時～ 11時30分

②「くりねずみのおはなし
会」
図書館司書さん達の楽し
い絵本の読み聞かせ会で
す。
対象／就学前の子と保護
者
とき／ 2月8日（水）11
時～ 11時30分

③休日開館
第3日曜日に開館します。
平日遊びに来られない方
も、この機会に遊びに来
てみませんか?
対象／就学前の子と保護
者
とき／ 2月19日（日）①
9時30分～ 12時 ②13
時30分～ 16時
　　

④「コンシェルジュ土曜日
も相談Day」
幼稚園やこども園のこと、
育児のことなど何でも相
談できます。要事前申
込。
対象／就学前の子の保護
者、妊娠中の方
とき／ 2月25日（土）①
9時30分～ 12時 ②13
時30分～ 16時

⑤簡単♪ スキンシップヨ
ガ
親子でのびのびストレッチ
をしましょう。
講師／おひさまヨガ教室　
緒方歩実氏
対象／ 3か月～就学前の
子と保護者
とき／ 3月7日（火）①
10時～ 10時45分（3か
月～ 11か月の子と保護
者） ②11時～11時45分
（1歳～就学前の子と保
護者）
定員／各12組（申込順）
申込日／ 2月13日（月）・
14日（火）

アリスセンター
千歳市勇舞1丁目1-1
℡24-8341

（月～金：10時～15時）

①足育の日
新しくバランスミニおや
まやロープの平均台も登
場！凹凸のあるマット等を
踏んで、足裏を刺激し足
育しませんか♪
対象／乳幼児と保護者
とき／2月1日・22日（水）
10時～ 12時

②リズムDEあ・そ・ぼ
♪楽器大好き！

色々な楽器でリズムを一
緒に楽しみましょう。
対象／乳幼児と保護者
と き ／ 2 月 2日・9日・
16日（木）10時～ 12時

③ヒーリングDay
焚火の火（1/f揺らぎ）の
映像を見てリラックスしま
せんか。1/f揺らぎには、
リラックス効果がありま
す。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 2月3日・10日・
17日・24日（金）　10 ～
14時

④はじまるよ～みんな大
好き♪紙芝居・大型絵本
紙芝居や大型絵本、一緒
に楽しみましょう。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 2月6日・13日・
20日・27日（月）11時～

⑤2月誕生会
2月生まれのお友達の誕
生会です。フォトスポット
で記念写真を撮りません
か？ 手形か足形のプレゼ
ントもあります。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 2月7日（火）11
時～

⑥絵本のひろば
お子さんの月齢に合わせ
絵本の読み聞かせをしま
す。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 2月14日・21日・
28日（火）11時～

⑦企業連携ぷちゼミ　提
供：すみれ美容室　「おう
ちで美容室」（抽選）
お子さまの前髪のカットの

仕方・ママのお肌につい
てとヘアアレンジを学び
ます。
対象／乳幼児と保護者
定員／ 10組
とき／ 2月15日（水）10
時～ 11時
電話申込／1月30日（月）
～ 2月3日（金）12時～
15時

⑧食育相談日
離乳食や食事の事で困っ
たこと等、気軽に栄養士
に相談してみませんか！
対象／乳幼児と保護者
とき／ 2月22日（水）13
時～ 14時

⑨子育て講座「子どもの
病気と対処法」（抽選）
いざという時に、落ち着
いてお子さんをみてあげ
られるように、子どもの
かかりやすい病気や症状
を知っておきませんか。
対象／乳幼児と保護者
定員／ 10組
とき／ 3月17日（金）10
時～ 11時
電話申込／2月27日（月）
～ 3月3日（金）12時～
15時

⑩おおきくなったかな～
毎日計測できます！
身長や体重を計ることが
出来ます。
対象／乳幼児
とき／毎日10時～ 14時
の間、自由に計ることが
できます。
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2・3月

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給930円～
時　間▶ 平日/17:00～20:00、土日祝/15:00～20:00 

※時間応相談 ※残業なし
勤　務▶週3～4日
待　遇▶車通勤可、制服貸与、施設内禁煙

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

仕　事▶ 洗浄液の梱包・軽作業
期　間▶ 長期
休　日▶ 土日祝、夏季冬季休暇有、年間休日124日
時　間▶ 8:30～17:00の間で実働5.5～7.5h ※応相談 

※休憩1h ※残業は繁忙の状況による
勤　務▶週4日～ ※相談可能
給　与▶時給950円
待　遇▶ 各種保険完備、受動喫煙対策有、 

制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶恵庭市

♢梱包スタッフ / 女性歓迎・お休み充実

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1

http://www.imp-link.co.jp/chitose/

一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221

恵庭 派 梱包スタッフ

認知症高齢者の日常生活支援・介護のお仕事です。

未経験者には丁寧に指導しますので
安心して働けます。
ブランクある方も勿論OKです。

資格取得支援制度有!!

◆ケアスタッフ/パート◆ケアスタッフ/契約社員

◆共通項目

グループホーム向陽台 千歳市白樺2丁目1-1  0123-28-5888 担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

給　与▶ 時給988円（処遇支援手当含む） 
+処遇改善手当3ヶ月後から70円/時

時　間▶ 5h～ ※応相談、休憩は勤務時間により有 
※残業/月0～3ｈ

勤　務▶ 週2日～ ※応相談

給　与▶ 日給7,538円（処遇支援手当含む） 
+処遇改善手当3ヶ月後から600円/日 
夜勤手当5,000円/回

時　間▶ 早番7:30～16:00 
日勤9:00～17:30 
遅番10:30～19:00 
夜勤・明/17:00～翌9:30 
（休憩1h、実働7.5h） ※シフト制 ※残業5～10h

勤　務▶4週8休（月21～22日）

期　間▶初回6ヶ月、以後1年更新
資　格▶無資格・未経験者歓迎、要普通免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費規

定支給（契約社員は2km以上/上限12,000円、パー
ト/上限10,000円、夜勤勤務回数により上限有）、車
通勤可（無料駐車場有）、処遇改善手当、処遇支援手
当、資格手当、施設内禁煙（別場所に喫煙室有）経験者大歓迎!

千歳 契 パ ケアスタッフ

期　間▶即日～3/31 その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930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

時　間▶ 17:00～22:00 
※残業なし、休憩なし

時　間▶ 8:00～13:00 ※残業なし、休憩なし

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

 日数・休日
応相談！

共
通
項
目

◆青果　◆品出し　◆惣菜

◆レジ ★学生歓迎！

恵庭 ア パ 店内業務

期　間▶一年毎の更新
仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ ①時給1,100円　②時給1,000円
勤　務▶ 週2～4日程度
時　間▶ ①7:30～10:00、土・日・祝/6:30～9:00 

②木・日/15:00～17:00　 
※残業なし

 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 
有給休暇有、受動喫煙対策有

勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ 募集！

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

株式
会社

朝の2.5hを有効活用! 週2日～OK Wワークも可

シニア世代も歓迎勤務日ご相談ください

011-241-2580 担当/畠山

恵庭 パ 清掃

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教

育、衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶  管理栄養士、栄養士 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～ 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h 
※状況によっては延長の可能性有

勤　務▶週5日　　　休　日▶ 日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶給食調理業務全般
資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ ①8:00～11:30 ②8:00～15:00 

③7:30～16:00 ④8:30～14:00 
※残業なし、②③④休憩1h

勤　務▶ 月～土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶日曜・祝日 
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、駐車場有、

敷地内禁煙、制服貸与

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21
勤務先

千歳市立認定こども園ひまわり 千歳市新富2丁目4-60
勤務先

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

栄養士/契約社員 給食調理員/アルバイト・パート

［担当］大野0123-42-1831

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員

シフト・時間
応相談




