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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

友の会は1930年ジャーナリスト・教育者である羽仁もと子を中心に雑誌「婦人之友」の愛読者
によって生まれた団体で全国各地にあります。千歳友の会は千歳と恵庭に住む会員が集まって
衣・食・住・子ども・家計の勉強をしながら活動しています。どなたでもいつからでも会員にな
れます。お問合せは、千歳友の会（TEL 0123-24-9078）まで。

　Instagramアカウント　@chitosetomonokai

朝はつめるだけ！お弁当づくり食

　これから新学期を迎え、新た
にお弁当作りを始める方も多い
のではないでしょうか。毎日の
お弁当を楽しみにしている家族
のために、ポイントを覚えて、
美味しくて彩りのよいお弁当を
作ってみませんか？

ひじきのマリネ
野菜とともに海藻も摂れる黒いおかず

★材料（４人分）
・ひじき（乾） …20g（水につけて戻す）
・大根 ………………… 5cm（千切り）
・人参 ………………… 少し（千切り）
・きゅうり …………………2本くらい
※カニカマを入れてもよい

★作り方
❶ 大根と人参に塩小さじ1/2（分量外）を
ふり5分くらいおく。

❷ ①の水を捨て塩分を洗い、ザルにあげ軽
く絞る。

❸Aでマリネ液を作る。
❹ ひじきが戻ったら水分をきり、熱したフ
ライパンにサラダ油大さじ1（分量外）を
いれ、さっと炒める。

❺ マリネ液にすべての材料を入れて、混ぜ
る。

❻10分以上置く。

人参のたらこ和え
食欲がでる赤いおかず

★材料（作りやすい量）
・人参 …………………………… 100ｇ
・たらこ ……………………………25ｇ
・酒 …………………………… 大さじ1
・サラダ油 …………………… 大さじ1

★作り方
❶ 人参は千切りにし、さっと洗
い、たらこは皮を取り、酒と合
わせてほぐしておく。
❷ 鍋にサラダ油を入れ、人参を
入れしんなりしたら、たらこを
入れ白くなるまで炒める。

★作り方
❶ 豆腐は60℃ぐらいのお湯に崩して入れ、ゆらゆらしたら布巾を敷いたざる
にあげて絞る。（きつめの水切り）
❷ 戻した干し椎茸、人参、長ネギはみじん切りにする。
❸ ボウルに豆腐を崩しながら入れ、卵とひき肉、②の野菜とAを加えて混ぜておく。
❹ スプーンに油をつけ、梅干しぐらいの大きさに整え、油で揚げる。

・すし酢 …………大さじ1と1/2
・サラダ油 …………… 大さじ1
・ごま油 …………… 大さじ1/2
・しょう油 ………… 大さじ1/2
・砂糖 ………………… 大さじ1
・塩 ………………… 小さじ1/2

A

魚の漬け焼き
魚も上手に取り入れて

★材料（４人分）
・切り身 …………………… 200g
　（サケ、ブリ、サバなど）
・漬け汁

★作り方
❶ 切り身は一切れ50ｇぐらいに
切る。

❷ 漬け汁に数時間～一晩漬けて
から焼く。

・しょう油 ………… 大さじ２
・みりん ………………大さじ2

彩りよく 
～野菜のおかず～

まとめて作って冷凍ができる 
～タンパク質（肉・魚・卵・豆）のおかず～

鶏のうま煮
スライスしてお弁当、サンドイッチにも

★材料（作りやすい量）
・鶏もも肉 ………4枚（１枚300ｇぐらい）
・しょう油 …………………………600ml
・砂糖 …………………………… 大さじ4

（あればローリエ2～３枚　ナツメグ少々）
・酒 … 大さじ2 ・水 …… 50ml

★作り方
❶ 鶏肉は厚さが均等になるように、厚い
部分に包丁を入れて開く。

❷ 鍋に水と調味料（あればローリエなど）
を入れて、火にかける。

❸ 煮汁が熱くなったら、鶏肉を入れて中
火で約20分煮る。途中上下を返す。

❹煮あがった鶏肉は冷めたら切る。

余った煮汁は野菜炒めや
チャーハンの味付けに。

すし酢…酢1カップ、砂
糖大さじ5、塩大さじ1
で作り置きができます。

三つ葉や、ピーマン、シソなどを入れてもよい。
野菜の代わりにニラ50ｇでも可。冷凍も可能。豆腐の香り揚げ

大豆のたんぱく質、摂れていますか？

★材料（４人分）
・木綿豆腐 ………… 一丁（300ｇ）
・人参 …………………………40ｇ
・干し椎茸 …………………… ３枚
　（水につけて戻す）
・長ネギ …………………… 1/2本
・ひき肉 …………………… 150ｇ
　（サバ水煮缶やツナ缶でも）
・卵 …………………………… １個
・揚げ油

・生姜のおろし汁 …… 10ｇ
・しょう油 …………大さじ1
・塩 ………………小さじ1/3
・片栗粉 ……………大さじ1

A

❶ おかずの作り置き
　（手間を貯金する）
　前日の夕食からくりまわす、まとめて作って
　冷凍する。

❷ごはん、おかずの詰める量
　 ごはんとおかずは1：1になるように詰める。

❸彩り
　 赤・緑・黄・茶・黒のおかずを組み合わせる。

お弁当作り
の

ポイント!

駐車場受付スタッフ

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!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 受付カウンターにて 

利用者様や電話の対応
資　格▶未経験者歓迎、経験・年齢不問
給　与▶時給920円～
時　間▶ 6:00～14:30(実働7.5h) 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週1日～OK、平日・土日のみ勤務OK　 

※シフト制、曜日・時間応相談
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）

千歳 ア パ 受付

2̃3名
募集中

〒066-0015千歳市青葉6丁目14-6
千歳昭和交通㈱

まずはお気軽にお電話ください

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

千歳 正 運行管理

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日報管理、乗務員教育、簡易的な整備業務（タイヤ交換な

ども有）、配車業務等タクシー運行に関わる業務全般
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、PC操作、メール送受信が可

能な方（文字入力レベルでOK）
給　与▶ 月額240,000円（時間外30h、深夜手当含む） 
時　間▶ 8:00～17:00（日勤）　 

8:00～翌8:00/仮眠5h（宿直）　 
★宿直明けはそのまま帰宅OK 
※変形労働時間制　※研修期間中/8:00～17:00

休　日▶ 完全週休2日制　※出勤日数は月10～11日
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）、退職金制度

有、奨学金返済支援制度有(規定有)、賞与年2回、喫煙室有

入社と同時に有給休暇10日付与 入社祝金10万円支給
経験がなくても研修制度が 

あるので安心！

千歳
栄養士/契約社員

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。

認定こども園千歳第2幼稚園 千歳市立認定こども園ひまわり
千歳市新富1丁目6-21  千歳市新富2丁目4-60

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！

［担当］大野0123-42-1831

契 栄養士ア パ 給食調理員

シフト
時間
応相談

勤務先 勤務先

給食調理員/アルバイト・パート

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募 33-8225 ［担当］
採用係

◆ 医療機関の入口・受付付近等、 
外来周辺の日常清掃

期　間▶1年毎の更新
時　間▶8:00～12:00 ※状況により残業の場合有
給　与▶時給920円
勤　務▶週3日程度～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

短時間
勤務

Wワーク
OK

扶養内
勤務OK

恵庭 パ 清掃

期　間▶即日～3/31 その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円 学生/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

銀行の

期　間▶ 雇用期間の定め有 1年間(更新有)
勤務先▶ 千歳市幸町2丁目 

★JR千歳駅より徒歩10分
仕　事▶ 店舗内の拭き掃き、玄関まわりの清掃等
時　間▶ 14:30～17:00 実働2.5h ※残業なし
勤　務▶ 月・木
給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 交通費実費支給、制服貸与、 

委細面談、受動喫煙対策有

札幌市中央区南1条
西10丁目
南1条道銀ビル6F 

まずは、お電話ください。担当/森井

011-281-0557
https://asbic.com

清掃パート!!

週2回勤務 
1人現場です♪

千歳 パ 清掃

求人情報
満載!!


