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地元のオシゴトやおでかけ情報満載♪

友だち登録してね!毎週更新中

時①1,000円以上 ②1,100円以上 ＋交通費全額支給
派伊勢市船江／①ナースアシスタント ②事務 

■人材のソムリエ（派27-010411）

［時間］9：00～17：30
［休日］週休2日

時
給1,000円以上＋交通費全額支給

［職種］ナースアシスタント
ベッドメイキング、食事の配膳・下膳、メッセンジャー業務など

景気に左右されないお仕事!

◎資格不要  ◎車通勤OK
◎まずは簡単なお仕事からスタート!
◎30～50代女性活躍中！！

伊勢赤十字病院
※伊勢市駅より徒歩15分

勤務地

1

［時間］8：30～17：00
［休日］土日祝

時
給1,100円以上＋交通費全額支給

［職種］病院での事務 ★事務経験のある方歓迎
文書作成、検査予約、電子カルテの代行入力など2

【電話受付】9：00～18：00（土日祝除く）
https://www.taskforce.jp

0120-31-2058愛知県名古屋市東区葵
3-15-31 千種ビル3F

株式会社 タスクフォース

長く安定して
働きたい方必見!

未経験
歓迎

［待遇］社保完備、交通費支給、制服貸与、
　　　食堂有、車通勤可
［応募］お気軽にお電話にてご応募下さい。
★採用HPより、24h応募可能です!
　「人材のソムリエ」で検索!

時 900円～
多気郡明和町前野／農作業の補助（畔の草刈り等）

■お米の生産（委託）・販売・農地管理等

アパ

［職種］農作業の補助（畔の草刈り等）
あぜ

☎0596-55-3578（担当/東）
多気郡明和町前野1320

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。

有限会社 松幸農産

［資格］要普通自動車免許（AT限定不可）

［時給］900円～
［時間］8：30～17：30（休憩60分）
　　　☆9：00～17：00等も対応可
　　　◇勤務日応相談！
　　　　「平日のみ」「土日のみ」
　　　　の勤務もOK！
［待遇］各種社保完備（該当者）、
　　　交通費規定支給、制服貸与、従業員割引制度あり、
　　　マイカー・バイク通勤OK、研修期間あり、
　　　フィットネスクラブ（ベスパスポーツクラブ）が無料で利用可能！

農業スタッフ募集!!
 《パート・アルバイト》
未経験・無資格大歓迎!
特別な資格や
経験は必要ありません！
もちろん少しでも
経験がある方優遇します!

年齢・性別
不問!

シニアの方も活躍中!

給下記参照
パ正伊勢市内／介護スタッフ

■介護

☎0596-20-6969
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

有限会社エフ
（担当：上村）
（受付時間/9：00～18：00）

伊勢市一之木4-11-33

グループホームいせ
いちの木 ホームステーション
いちの木デイサービス
エフケアプランセンター

その他関連事業

正社員
パート介護スタッフ募集!介護スタッフ募集!

［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上、未経験者可 
［年齢］不問
［給与］当社規定による（資格手当、処遇改善手当等あり）
［時間］7：00～20：00（4～8時間）
　　　夜勤専従可/16:30～9：30

勤務地：神都の杜

［資格］無資格可、未経験者可 ［年齢］不問
［時間］8：00～20：00（4時間以上）
［給与］当社規定による
　　　（資格手当、処遇改善手当等あり）

入社日応相談！
見学大歓迎です♪
入社日応相談！
見学大歓迎です♪

勤務地：小規模多機能ホーム

　　 「つながりの家」

◎週1回～OK

給下記参照
正多気郡明和町／職種複数

■医療介護施設の運営、訪問看護及び訪問介護事業

経

http://kibou-home.com

［資格］18歳以上（深夜業務の就業制限）、普通自動車免許（あれば尚可）
［時間］・9：00～18：00（休憩60分） ・17：00～翌9：00（休憩90分） ※シフト制
［休日］週休二日制（シフト制） ［待遇］昇給・賞与あり（業績に応じて）、各種保険完備、皆勤手当・夜勤手当あり、交通費支給

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

多気郡明和町大字上村字松本101-5

共
通

☎0596-64-8800（採用担当迄）

仕事内容

仕事内容

ナーシングホーム希望の丘
スタッフ募集!!【正職員】

［資格］介護福祉士・介護職員初任者研修修了者・介護職員実務者研修修了者 ※いずれかの免許必須

生活全般への援助
（排泄介助・食事介助・入浴介助など）介護員職種 

（資格手当・皆勤手当・夜勤手当含む）
※試用期間あり

胃瘻・痰吸引などの医療行為のほか、
施設内での看護業務全般看護師職種 昨年開設したばかりのキレイな職場で

一緒に働きませんか!!

 ［資格］看護師370,000円給与

250,000円～280,000円給与 （資格手当・皆勤手当・夜勤手当含む）
※試用期間あり

経日 13,000円～
正東北地方／ダンプ・ミキサー運転手、クレーンオペレーター等

■総合土木・建設業

［応募］女性スタッフが対応します。お気軽にお問い合せ下さい。ご応募お待ちしております。
〒511-0808 （本社）三重県桑名市大字下深谷部七四五番地一

長良通商株式会社
090-3954-1427又は

☎0594-29-2390（担当／水谷まで）

◎
給与は年齢・経験・資格に

　より考慮いたします

詳細は電話にて、又は面接時に

［日　給］13,000円～
［月収例］13,000円×23.6日＝313,000円～

ダンプ・ミキサー運転手
クレーンオペレーター等

［資格］大型自動車免許　［時間］8：00～17：00（8h）（基本）現地状況による
［休日］土曜・日曜、その他当社カレンダーに準ずる（年末年始、お盆、長期休暇有り）
［待遇］各種社会保険完備、各種手当有り、有給休暇、制服貸与

☆その他 作業員等多種業務 募集☆

Nagara

雇用条件により別途手当有り

新規事業拡大につき運転手募集!!
東北地方 職

種
勤
務
先

有り旅費 食事補助宿舎

給［収入］生徒数により異なります、各種援助制度あり
他三重県全域／公文式教室の指導・運営（算数・数学、英語、国語）

■教育・教室運営

津市羽所町700 アスト津10F

0120-834-414 受付時間/9：30～17：30
【土・日・祝日を除きます】

公文教育研究会 津事務局

くもんの先生になりませんか

［応募］まずは説明会にお越しください。 説明会予約はホームページ、お電話からお気軽にどうぞ。

検索くもんの先生◆詳しくはWEBで

特別な
資格は
不要です仕事 公文式教室の指導・運営（算数・数学、英語、国語）

場所 自宅もしくは貸会場など
［資格］55歳までの女性、充実した研修制度あり（研修費無料）
［時間］教室指導（週2回※1日5時間程度） ［収入］生徒数により異なります、各種援助制度あり

あんしんサポート制度
安心して生徒指導・教室運営ができるよう、充実した
サポートシステムを設けています。
収入面も強力にサポートし、教室開設を応援します。

くもんの
先生
説明会

時間日にち場所

6月8日(月)・9日(火)・11日(木)
15日(月)・16日(火)

6月9日(火) 10:00～12:00

10:00～12:00★公文教育研究会 津事務局

いせシティプラザ

6月11日(木) 10:00～12:00松阪市産業振興センター

※日時が合わない場合は、個別に説明会をさせていただきます。新型肺炎感染症の対策の上、説明会を実施いたします。緊急事態宣言中につきましては、
　対面の説明会は中止させていただきます。ご希望の方には、後日延期または、個別でご自宅とのWEB説明会（Skype）とさせていただきます。
　お気軽にご相談ください。※2日前までの完全予約制（土・日・祝除く）。★のみ1日前まで。

給基本給 200,000円～
正伊勢市内／浄化槽清掃

■清掃業

急

☎0596-24-3115
伊勢市中須町716-1

山田清掃 有限会社［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
HPも是非ご覧下さい→

正社員スタッフ募集！

職場見学可！！
浄化槽清掃

〈半日程度、見学していただけます〉

200,000円～
［資格］50歳まで（省令3号のイ）、普通自動車免許（AT不可） ［時間］8：00～17：00
［休日］第2・第3土曜、日曜、祝日、年末年始等
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、作業着貸与、賞与有、試用期間有（3ヶ月）、
　　　皆勤・職務手当有、休日出勤あり

職種 基本給

経給下記参照
パ正伊勢市宇治浦田／介護職員

■高齢者介護 http://www.kashuraku.or.jp

☎0596-20-1100
伊勢市宇治浦田3丁目23-15

賀集楽
［応募］お気軽にお問合せ下さい。（担当／村田）

お
問
合
せ

通勤手当【車通勤可、職員駐車場あり（無料）】・年末年始勤務手当・扶養手当、
定期昇給（年1回）、賞与（年2回）あり、社会保険完備、採用後3ヶ月間は試用期間、
定年62歳、65歳まで希望者全員再雇用制度あり・65歳以上も勤務延長可

その他
手当

介護職員

［勤務］早番・遅番・夜勤のシフト制
◎日勤帯、夜勤帯のみも要相談 ◎パート朝夕の時間帯要相談 ◎兼業可能

正職員

月給

職種
タブレット、PC活用で
記録管理ラクラク

特別養護老人ホーム
ケアハウス

☆今年度給与の見直し実施
☆休暇制度拡充実施

フランクでゆったり環境、
のびのびした社風です。 負担軽減、

助け合いの
分業制

（夜勤手当（4回分）他＋各種手当支給）210,000円～＋実務経験年数を換算して決定

経験に応じた
給与支給

有給取得が
しやすい

幅広い年代
活躍中

資格・経験
不問!

有資格者
も歓迎♪

経給法人規定による（実務と経験に応じる）
パ正伊勢市・鳥羽市・志摩市／・介護支援専門員 ・介護職員 ・看護職員

■介護保険・介護老人福祉施設

☎0599-65-7727
志摩市阿児町鵜方2555-1

［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい
　　　（受付/平日9：00～18：00）

◆介護職員 
◆看護職員

食事の配膳・下膳、
食器洗い・食事介助・
ユニット内の環境整備など

介護 短時間スポットパートさ
ん同時募集!

給与等は実務や経験に
応じさせていただきます。
是非、お電話で相談して下さい。

詳細はホームページをご覧下さい
恒心福祉会 検索http://koushin.or.jp

221,000円～
（各種手当含む）

﹇
月
給
﹈

介護職員
給
与
例

時間

仕事
内容

7：00～10：00・11：00～13：00・17：00～19：00 
☆2時間～3時間だけでも構いません

ノーリフティングポリシーを推進し、人に優しい介護を目指しています。

伊勢市二見町三津1201-68
募集
職種

①
勤務地

本年度40床増床!  
900円
時給

職員
募集

◆介護職員 
◆看護職員

志摩市阿児町鵜方2824-85

鳥羽市安楽島町1075-58

募集
職種

③
勤務地

募集
職種

②
勤務地

◆介護支援専門員
 居宅介護支援事業所あらしま
◆介護職員 

◆看護職員
潜在看護師さん歓迎!

﹇
職
種
﹈

時 1,000円～
正パア伊勢市内／交通誘導警備

■三重公安委員会認定第95号 （派）24-300400

☎0596-24-9222［担当／坂口］
伊勢市川端町234-1

交通誘導警備募集
正社員・アルバイト・パート

●歩行者、車両の誘導
●迂回路のご案内
●お客様の安全確保etc..

仕
事
内
容

［資格］18歳以上(警備業法による)、普通自動車免許
［時間］8：00～17：00（休憩60分）

力仕事はありませんよ!!
一緒に働く仲間がいるので毎日が充実

1,000円～

中勢営業所同時募集（松阪伊勢募集）

時
給

★60歳以上歓迎♪
★男女活躍中  ★週2日～でもOK



B★掲載されている求人情報は発行日現在のものです。応募された時点で募集が終了している場合はご了承下さい。 ★掲載されている求人情報は男女雇用機会均等法に基づき双方を対象としたものです。（特別なものを除く）
★アドサンアイ  トラブルホットライン ☎059-351-0333（祝日除く月～金 9時30分～17時30分）  ★三重労働局総合労働相談コーナー☎059-226-2110（月～金9時～17時、受付は1時間前に終了）

経時1,000円～+交通費
契玉城町／かんたん組立・梱包作業

■業務請負業 労働者派遣事業（派）24-301389

新生サポート株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。掲載終了後も随時受付。
［受付］9：00～19：00・年中無休・携帯電話OK（担当/菊池・中村）

0120-711-027伊勢市御薗町王中島796

土日お休みのお仕事で充実ライフ♪

［時 給］1,000円～+交通費
［月収例］18万円～20万円以上可
［時 間］8：20～16：55
［休 日］土日祝・年末年始・ＧＷ・
　　　 夏季休暇（会社カレンダー）
［待 遇］交通費支給・各種保険完備・有給休暇・制服貸与

「定時派」・「残業有派」選べます!

★勤務開始日ご相談に乗ります! 
★快適な職場で働ける♪

3
万円支給
（規定有）

美和ロック工場内
勤務地

内　容

当社は美和ロックの
請負会社です（玉城町）

かんたん組立・
梱包作業（契約社員）

［期間限定］

入社祝金

今がチャンス！！

■建築

経日 8,000円～ 別途残業手当＋各種手当
ア正勤務地複数／建設現場多能工

［勤務地］伊勢・鳥羽・志摩・松阪・津
［待　遇］各種保険完備
［時　間］8：00～17：00（実働7時間）
　　　　※昼休憩＋午前・午後に休憩あり

有限会社ロイスクラブ
☎0596-31-1020伊勢市大湊町

184-8 ［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

正社員・アルバイト募集
経験・年齢不問！丁寧にご指導します

10代～60代が 幅広く活躍中！！

アルバイト
同時募集

勤務日時は応相談

8,000円～ ※別途残業手当＋各種手当あり

職 

種

日 

給

軽作業から技術的な作業まで
あなたに合った作業をして頂きます。

建設現場
多能工

24日実働 10h残業含む
研修期間3ヶ月あり/日給7500円［月収例］20万円以上

﹇
内
容
﹈

■スポーツクラブ

経 急時①②900円 
アパ伊勢市川端町／インストラクター・清掃スタッフ

伊勢市川端町203-2
ベスパスイミングスクール伊勢

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

☎0596-25-9911（採用担当まで）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

ベスパスイミングスクール伊勢ベスパスイミングスクール伊勢

［時給］900円 ［勤務日］月～日の間で応相談
［時間］7：30～9：30（営業前）

［職種］①スイミングインストラクター
［時給］900円　［勤務日］月～土
［時間］15：30～19：00
◎スポーツや子どもが好きな方にピッタリ♪ ◎経験者優遇!
［職種］②朝の清掃スタッフ（シャワー室、トイレ清掃等）

パート アルバイト

＊週2日～OK!

松阪店 夜のフロントスタッフも募集中!
■給食事業の委託（クックチルド）・調理員の派遣の管理

経 急時 900円～
パ伊勢市小俣町／調理補助

愛知県一宮市小信中島字郷東47-1

［応募］面接は現地にて行います。お気軽にお電話下さい。
☎0586-52-2370［受付：平日9：00～17：00］

株式会社 みのり食材

［時間］①5：00～14：30
　　　②9：30～18：30
［休日］シフト制（週3日～勤務でOK）
［待遇］交通費支給（当社規定）、制服貸与、食事補助あり

厨房パートさん
大募集！！

カンタン!

食材を温め
て

盛りつけるだ
け

《勤務地》伊勢市小俣町の介護施設
50代・60代も活躍中です!

900円～実働8時間） 時
給
早朝手当て有り

パ多気郡明和町／世話人

■特定非営利活動法人どんど花

☎0596-67-4131（担当/すみかま）
多気郡明和町佐田936-7

グループホーム どんど花

W時 900円

シニア世代
 活躍中♪
夕勤 夕食の準備や簡単な入浴介助

［時給］900円+交通費規定支給
［時間］16：00～21：00

詳しくは面談時にご説明いたします！
［応募］まずはお気軽にお電話ください！

☆月1～2回程度の勤務からOK!
☆30代～60代の女性が活躍中!
☆資格・経験は不問です!

世話人職
種

障がい者さんの
身の回りの
簡単なお手伝い

■プレゼントホテル

急時 880円～
パア伊勢市村松町・度会郡玉城町／ルームメイク

〈内容〉ルームメイク☆簡単なお仕事なのですぐ覚えられますヨ♪
［時給］880円～ 休憩中も時給がつきます!
［時間］Ⓐ　9：00～17：00・17：00～24：00
　　　Ⓑ17：00～24：00
　　　★土日できる方歓迎 ★勤務時間 柔軟に対応します

☎0596-58-4671
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

伊勢店受付

勤
務
地 チュ チュ

B○プレゼントホテルChu☆Chu 度会郡玉城町長更772

2店舗同時募集パート・アルバイト

ホテル「きゃんきゃん」がチュチュグループになりました!

A○HOTELJJ（旧 きゃんきゃん）
ジェージェー 伊勢市村松町

1355-5

交通費支給

車通勤可

■学習塾

経給 60分（1コマ）1,020円
パア在宅／自宅でオンライン塾講師

www.every-smile.net

四日市市鵜の森1-7-8-2F四日市本校

［営業時間］平日…15：00～21：00、土曜…15：00～18：00 ［日・祝休］

☎059-336-5956
毎日個別塾 四日市 検索

［給与］60分（1コマ）1,020円 ※研修期間（20コマ）960円
［時間］17：00～21：00 ※詳細はお問い合わせください。
［応募］お気軽にお電話下さい。※詳細は面談にて。

学生・主婦・Wワーク・退職された方・
シルバーさん、みんな大歓迎

自宅でライブ配信※指導方法の研修もあります。
　ご安心ください。勤務地

OK
経験者
優遇

生徒とPCもしくはスマホを介して授業します

自宅でらくらく♪ライブで配信個別

自宅でオンライン塾講師

時身体介護1,500円～  生活援助1,200円～
アパ伊勢市小俣町／訪問介護登録ヘルパー
急

■訪問介護事業所

☎0596-72-8301（担当／山下まで）
伊勢市小俣町明野409の2 サンライフ明野203号室

合同会社えがおげんき
訪問介護事業所 小春びより

［時間］8：00～18：00の
　　　間で応相談
［待遇］交通費（規定内）支給 
［応募］お気軽にお電話下さい。

身体介護

1,500円～
生活援助

1,200円～

40代～60代も歓迎!
もう一度私達と輝きませんか?

時
給

プライベートの時間を
大切にして頂きたいので
直行直帰OK!!

土日入れる方歓迎
※1日働ける方優遇

［資格］
ホームヘルパー
2級以上

＋
処遇改善
加算

給下記参照
正鈴鹿市三日市南／建築板金職人

■建築板金施工

建築板金職人

鈴鹿市三日市南3丁目2番36号
森井板金工業株式

会社

☎059-383-4154（担当／稲垣まで）
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

［時間］8：00～17：00（現場により変動することがあります）
［給与］①〈見習い〉200,000円～
　　　②〈経験者〉300,000円～
　　　②は（技能レベルに応じて上乗せあり）
［休日］日曜、隔週土曜、盆、年末年始、5月連休有
［待遇］社会保険完備、交通費支給、
　　　海外研修旅行あり（年1回、全額会社負担）

社宅あり
※早い者勝ち年間休日105日

事業拡大につき、

一生食べていける技術を身につけたい!!
森井板金工業は、そんなあなたのための会社です。

賞与年2回

正社員
大募集!!

職種

経 W時 1,200円＋夜勤手当＋交通費
派度会郡度会町／夜勤専従スタッフ

■職業紹介事業 24-ユ-300098　厚生労働大臣許可番号 派 24-03-0008

クリックお願いします!検索やっきんちゃん

各種保険完備 職場見学OK

5/31（日）より受付いたします。〈9：00～18：00〉（担当／岩本迄）
0120-292348 ☎059-225-9595津市乙部8-14

http://www.jinzaihaze.co.jp

介護夜勤専従
スタッフ募集
度会郡度会町近くの
介護福祉施設

1,200円
＋夜勤手当＋交通費

［資格］ヘルパー2級以上《経験者大歓迎》
［時間］17：00～翌10：00
［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

夜勤1回あたり21,000円
月5回で105,000円 ※割増賃金含む例例

勤
務
地Wワーク

OK!

週1回～
勤務OK
です♪

時
　
給

松阪市または伊勢市内で
面接致します

勤務地複数／交通誘導警備員

■三重県公安委員会認定　三重県警備業協会加盟

給当社規定による 経

ア

＊詳細はお電話でお話し致します＊

本社でも同時募集中 松阪市高町185-5

交通誘導スタッフ募集!!

当社は『三重綜合警備保障(株)』の関連会社です

伊勢・志摩・南伊勢 他勤務地

［応募］まずはお気軽にお電話ください
☎0599-43-6520(担当/久保)
志摩市阿児町鵜方1091-1

南勢営業所

 ☎0598-52-5553（担当/井村）
★入社祝金支給!! ※当社規定による 
★週2～3日の出勤でもOK!
★60代、70代の方も元気に大勢活躍中!!

［資格］18歳以上（警備業法による 大学生OK!）
［時間］8：00～17：00（基本）
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、
　　　各種資格手当、制服貸与

新しい環境でのお仕事希望の方!
お仕事絶賛稼働中!!

経給［正］205,000円～（夜勤5回諸手当含む）時［パ］880円
パ正伊勢市上地町／介護職員

■居宅介護、同行援護

職　種

介護職員

入社支度金
5万円支給
します！

［待遇］［正］賞与有、各種社会保険完備、夜勤手当、介護報酬手当、会議手当等
　　　［正・パ共通］昇給有、交通費支給、車通勤可、制服貸与

［給与］205,000円～（夜勤5回諸手当含む）
　　　＋資格手当・交通費 
［時間］シフト制（夜勤あり）
［休日］当社シフト制（週休2日）

［給与］15,000円/回
［時間］17：00～翌9：00

［時給］880円
［時間］シフト制

〈夜勤のみのパート〉☆ダブルワーク可!

和みの里は資格なしでもOK!

パ
ー
ト

正
社
員

※条件
　あり

なご

悠 ・々和みの里介護スタッフ大募集!

［正職員・パート］

伊勢市上地町5019-3

住宅型有料老人ホーム 悠々
☎0596-20-7665（担当／辻）

伊勢市上地町5019-1

介護付有料老人ホーム
なご

和みの里［応募］
まずはお気軽に
お電話下さい。

資格所持者・経験者優遇!
未経験者OK!働きながら
資格を取得して頂けます!

悠々

和みの里

☎0596-20-6011 担当
堀口・黒木（ ）

入浴介護、
生活支援 等（ ）

急時 880円～
パ度会郡玉城町／清掃

■総合ビルメンテナンス・マネジメント [HP]https://www.saycogroup.co.jp

880円～清掃内　容 時　給

少ない日数で無理なく働けます!
玉城町の工場勤務地

［時間］①8：30～12：00 ②8：30～17：00※扶養の範囲内で①②の組み合わせも可能です
［勤務］週2日～　［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可
［休日］土・日・祝完全休み、あとは工場カレンダーによる（GW、盆、正月は休み）

星光ビル管理株式会社
〈三重営業所〉津市東丸之内20番12号 日本生命津ビル4F

☎059-226-4149
（受付）6月1日（月）9：00～

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

日 8,100円～10,100円
アパ正勤務地複数／交通誘導警備

■警備業

松阪市駅部田町85-1
三重警備保障株式会社 ［応募］まずはお気軽にお問い合せください

☎0598-22-1515

職種 交通誘導警備
［時間］8：00～17：00伊勢・松阪・津

8,100円～10,100円
勤務地

日　給

入社
祝金

万円
支給!!30※当社規定あり

警備スタッフ大募集!! 交通費規定支給、
各種保険加入制度あり、
制服・備品貸与

待遇

◎送迎あり ◎社用車貸出 ◎日払い、週払い全力サポート ◎昇給、賞与、退職満了金、各種手当あり ◎寮完備

急時①910円～950円  ②910円
正パ度会郡南伊勢町慥柄浦／職種複数

■JA三重厚生連

〒516-1306 度会郡南伊勢町慥柄浦1-1南島メディカルセンター
☎0596-72-0001［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい♪（担当：見並・吉田）

〈パート〉①介護福祉士・看護補助員募集 〈パート〉②給食員募集

［時給］910円
［時間］6：00～19：00の間で
　　　シフト制（実働7.5時間）
　　　週5日勤務
　　　※日時については応相談
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、
　　　各種保険完備、有給休暇制度あり

［時給］910円～950円
［時間］8：30～17：00（早遅あり 実働7.5時間）
　　　週5日勤務 ※日時については応相談
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、各種保険完備、有給休暇制度あり

老健施設「水脈の郷」における
入所者さまへの介護業務
 入浴・排泄・食事・移動の
 介助並びに関連業務

内  

容

「笑顔で食事を提供します」

「ありがとう」の
一言が励みになります

正職員も募集
しております。

（ ） 正職員も募集
しております。

給下記参照
正契伊勢市内／介護職員・看護師

■高齢者介護

［応募］まずはお気軽にお電話下さい（採用担当／倉井）
☎0596-38-1800
〒515-0507 伊勢市村松町3294-1

社会福祉法人
じ けい かい しょう ほう えん

慈恵会・正邦苑
http://www.jikeikai-ise.or.jp/

介護職員募集

［時間］　7：30～16：30・10：00～19：00・
　　　13：00～22：00・22：00～翌8：00  
　　　（実働8時間 4交替制） ※夜勤手当1回5,500円
［休日］週休2日のローテーション制希望考慮します（年間111日）
［待遇］社会保険適用、交通費規定支給、昇給年1回・賞与年2回、
　　　リゾートトラスト法人会員
≪資格手当≫介護福祉士・社会福祉士…各6,500円

①特別養護老人ホーム
　正邦苑（村松町）〈従来型〉 163,500円～月

給

試用期間3ヶ月後から
介護職員処遇改善手当支給

①28,000円/月 
②26,000円/月 
③24,000円/月

【6・12月に別途一時金支給各5～10万円程度】 
※介護報酬・勤怠状況などで
　変動があります

勤務地

②特別養護老人ホーム
　正邦苑靜乾（村松町）〈ユニット型〉 158,500円～月

給勤務地

③グループホーム
　正邦苑城田（中須町） 153,500円～月

給勤務地

月収例（試用期間後）

※高卒 
※夜勤5回実施の場合

①219,000円 
②212,000円 
③205,000円

10万円支給入職準備金

経

※各種手当含む

看護師〈正職員〉募集!看護師〈正職員〉募集!看護師〈正職員〉募集!看護師〈正職員〉募集!

〈正看護師〉285,500円～
〈准看護師〉245,500円～月給

特別養護老人ホーム
勤務地

別途オンコール有（1,000円/回）

10万円支給入職準備金

社会保険適用、交通費規定内支給、昇給年1回、
賞与年2回、託児所完備、職員寮有、
リゾートトラスト法人会員
★3ヶ月の試用期間後、原則正職員登用

待 

遇

［資格］正看護師又は准看護師
［時間］8：00～17：00・8：30～17：30
　　　9：30～18：30
［休日］週休2日制（ローテーション）
　　　※希望考慮します、年間111日
　　　★その他有給、産前産後、育児、介護、
　　　　慶弔、リフレッシュ休暇など

〈無資格・未経験の方でも大歓迎!!〉


