
2023年2月17日（金）ちゃんと 12

恵庭 派 組立・組み付け作業、カット・計量・包装・投入

仕　事▶店内業務全般
資　格▶ 車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00or10:00 ②14:00～23:00 

③18:00～23:00 
※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶  時給990円～（高校生は時給940円～） 
※5:00～8:00、19:00～22:00は時給1,000円

◆店内品出し、清掃、調理

《共通項目》

◆店舗スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 
（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）

資　格▶ 車通勤可能な方、 
ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可

時　間▶ 18:00～23:00 ※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶  時給950円～

駐屯地内のローソンで働こう!!

お待ちして 
おります♪

長期休暇 
相談可！

千歳 パ 店内業務

急募！

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
勤　務▶ 週3日～ ※年末年始、お盆休み相談可 

(長期休暇ご相談ください。)
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

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。

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士 募集

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

勤務先

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
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（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▶ 土・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

〒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！

［担当］荒川070-4510-0065

千歳 契 栄養士

まずはお気軽にお電話ください。
担当/佐藤

0123-21-2111〒066-0005　千歳市協和1392番地
新千歳カントリークラブ
全国147コースを運営するPGMグループです。

《共通項目》
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社員食堂有、PGMグループゴルフプレー優待制

度、クラブハウス内禁煙、屋外に喫煙スペース有、有給休暇制度（マスター室
スタッフのみ）

期　間▶4月～8月末
仕　事▶ お客様の受付、スタート案内、 

清掃等
給　与▶ 時給1,200円 

※3～5時深夜割増で時給1,500円
時　間▶ 3:00～9:30実働6.5h 

※残業なし
勤　務▶土日祝の早朝時間のみです。

◆早朝ゴルフ受付
期　間▶4月～11月中旬
仕　事▶ ゴルフバッグの積降ろし、 

進行管理、お客様対応等
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 平日/6:30～18:30 （休憩1h） 

土日祝/6:00～19:00 （休憩1h） 
※交代制 
※実働6.5h/週20h未満 
※残業月/0～10h程度

◆マスター室スタッフ

ゴルフ場 
スタッフ追加 
募集します!!

千歳 パ マスター室、早朝ゴルフ受付

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

0123-22-1090

期　間▶ 1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 新千歳空港内において、貸切バスを所定位

置に駐車案内するお仕事です。 
研修があるので安心して取り組めます。

入社日▶ 研修（国内線/2週間、国際線/1週間）後随時
資　格▶性別不問、健康な方
給　与▶ 時給1,100円 ※研修期間/時給920円
時　間▶ ①7:45～15:00 ②7:45～17:15 

③7:45～18:15  
※休憩1h、シフト交代制 
※延長有 ※月/150h前後、変動有

休　日▶ 月10日位 ※要相談、研修中は土・日休み
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、車通勤可、交通費規定

支給、喫煙所有
勤務先▶ 千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

【平日／9～18時】
担当/スズキ

観光で
来道された
皆様の快適な旅を

サポート!

千歳 契 貸切バス案内業務

募集
契約社員

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶1年毎の更新　※原則更新
仕　事▶ 【夏期】 草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃
　　　　【冬期】除雪中心、館内清掃も有
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、 

6:00～15:00　※実働7.5h、残業なし
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館 

/千歳市あずさ1丁目3-1

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）
★ 体力に自信のある方、からだを動かすのが好きな方★

千歳 契 清掃

生活相談員募集!期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ デイサービス利用者の生活相談全般、介護、送迎計画

作成・請求等の業務
資　格▶ 社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格

のいずれか必須
時　間▶8:00～17:00、8:30～17:30
給　与▶月161,150～194,250円（職務手当込）
休　日▶週休2日制、年間120日

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶デイサービス利用者の食事、入浴介助、送迎
資　格▶普通免許、初任者研修、介護福祉士あれば尚可
時　間▶8:00～17:00、8:30～17:30
給　与▶時給1,091円

《共通項目》
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有、

賞与年2回（3.4ヶ月）、【正社員のみ】退職金制度（共
済会）、扶養、住宅・寒冷地手当、施設内禁煙

勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 
（やまとの里デイサービスセンター）

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

◆ 正職員 /生活相談員

◆ パート /介護職員

 0123-49-6805

デイサービスの 
様子が見られます

千歳 正 生活相談員パ 介護職員

imstagram  yamatods27

フレキシブルな勤務形態です。
例）日曜AMのみ
取材で出勤

後日半日休み
他、調整可能です。

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

編集・記者募
集

写真が好き 文章を書く
ことが得意

「ちゃんと」の記事・コラムを作りませんか？
千歳・恵庭市内で開催される各種イベントや式典等を
取材（写真撮影・記事執筆）する記者業務、コラムの執筆
依頼や制作進行管理などの編集業務を行います。

好奇心旺盛な方に
ピッタリなお仕事♪

0123-27-0911

まずは、お電話ください。
写真付履歴書（手書き）・「過去の作品（コピー可）」 
または「お気に入りのお店の紹介文（ジャンル問わず）
800字以内」を面接時にお持ちください。

応
募

期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶ 月240,000円～ ※経験により優遇
資　格▶ Wordを問題なく使える方、 

土日祝日勤務可能な方、要普免
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※ 月曜は若干の残業があります。（月平均4～10h程度）
休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、諸手当有、車通勤可、試

用期間1ヶ月位有、施設内禁煙 男女ともに
活躍できます！

千歳・恵庭 正 編集・記者

期　間▶即日～雇用期間の定めなし
仕　事▶歯科衛生業務
資　格▶ 未経験者歓迎、 

新卒・第二新卒・ブランクOK、年齢不問
時　間▶ 変形労働時間 

9:30～20:15（月・火・木・金） ※休憩2h 
9:30～13:15（水） ※休憩なし　 
9:30～18:15（土） ※休憩1.5h

給　与▶月給230,000円～
休　日▶ 週休2日制（日・祝・その他、平日1日）、

年末年始有
待　遇▶ 社保完備、昇給年1回有、賞与年2回有

（勤続1年後より支給）、退職金制度有（勤
続1年後より支給）、交通費規定支給（上
限15,000円）、車通勤可、敷地内禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

歯科衛生士 募集！

スマイル デンタル クリニック 恵庭
〒061-1406 恵庭市和光町2丁目2番12号

32-8888採用係

正社員募集！有給100％ 連休も可能！

恵庭 正 歯科衛生士

仕　事▶ ①除雪、ビニールハウス準備各種 
②農作物の収穫、片付け、除草等

期　間▶ ①3～4月 ②5～10月
時　間▶ ①8:00～16:00　※応相談 

②8:00～17:00　※応相談
《共通項目》
資　格▶ 車通勤できる方、未経験者歓迎、 

土曜日勤務できる方歓迎！
給　与▶ 時給920円～
休　日▶ 日曜日
勤　務▶ 週2～3日　※応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市東丘719-1(北海道農場)

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561 担当/山田
受付/8～18時

ご連絡待ってます♪

千歳 パ 農作業

募集第2弾!

千歳 パ 清掃

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400まずはお電話ください

【共通項目】
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃
給　与▶時給920円
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙

清掃スタッフ募集
入社祝金1万円！

※3ヶ月勤務後支給

急募
勤務先▶ 千歳市休日夜間救急センター 

/千歳市東雲町1丁目8-1
時　間▶ 月～土/8:00～10:45 

日・祝/7:00～9:00 ※残業なし
勤　務▶週3～4日 ※シフト制

勤務先▶千歳市新富（ガソリンスタンド）
時　間▶7:00～11:00の間で2h ※残業なし
休　日▶土・日・祝、年末年始

勤務先▶千歳市流通3丁目（店舗）
時　間▶9:00～12:00 ※残業なし
勤　務▶週3～4日 ※シフト制
休　日▶日・祝、年末年始

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 入浴介助(デイサービスにおけるご利用者様の入

浴のお手伝い)
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者の方優遇
時　間▶ 9:00～14:00の間で勤務時間ご相談 

※1日2・3時間の短時間OK！働き方にあった勤
務時間を選択できます。※残業なし

休　日▶ 日曜日、年末年始(12/31～1/3) 
※祝日出勤の場合、休日割増

給　与▶ 時給950円以上 ※有資格者は時給1,000円以上
待　遇▶ 制服貸与、交通費支給（月6,000円迄）、試用期間

3ヶ月、雇用・労災保険完備、有給休暇有、施設内禁煙 
※車通勤希望の方、駐車場あります。

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3

HP(ブログ)▶http://life-terrace.jp/
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com
まずはこちらに
ご連絡ください！ 0123-34-8130

是非ブログをご覧ください！必ずご興味を持って頂けるはずです！

●  未経験の方も丁寧にご指導いたします。
●  施設の見学だけでも大歓迎です。是非ご一報ください。

入浴介助パート募集!!
短時間勤務も歓迎です!!

恵庭 パ 入浴介助


