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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

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

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!

■内科・胃腸科・外科・肛門内科・リハビリテーション科

経 急月［正］24万円～ 時［パ］1,500円～
パ正明和町斎宮／看護師

［給　与］［正社員］月給24万円～+諸手当
　　　　［パート］時給1,500円～
　　　　　　　　※勤務条件についてはご相談可能です
［休診日］日曜・祝日・木曜午後・土曜午後（9月～）
［待　遇］各種保険・厚生年金完備、昇給年1回、
　　　　交通費規定支給、車通勤OK、
　　　　制服貸与、残業手当あり

☆午後2：00～5：00（9月～休診になる予定です）

診療時間 月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 　 ○ ☆

午前9：00～12：00

午後3：30～　6：30

梅田クリニック
（多気郡明和町斎宮北野3726-2）

☆経験者優遇♪♪

看護師さ
ん

募集！！
勤
務
地

☎0596-53-0700

多気郡明和町
斎宮北野3726-2

［応募］まずは、お気軽にお電話ください♪

詳細は面談時にご説明させて頂きます

パ正松阪市久保町／障がい児の日常生活をサポート

■障害福祉サービス https://lifecarejapan.com/index.html

時パ 950円～月正 19万円～ 経 急

株式会社ライフケア・ジャパン
松阪市久保町1846-160

☎0598-31-3414
［応募］採用担当までお気軽にお電話ください。詳細は面談にて

パート［時給］950円～
正社員［月給］19万円～

障がい児の日常生活をサポートするお仕事です

スタッフ募集!

［資格］保育士免許・教員免許どちらかお持ちの方
［時間］（平日）9：30～18：30 （土日祝）8：30～17：30
　　　◎パートさんは勤務時間・日数応相談可!
［休日］シフト制（応相談）
［待遇］交通費規定支給、資格手当、
　　　社会保険完備、車通勤可、
　　　資格取得支援制度有、試用期間有

障がい児放課後等デイサービス トトロの杜
（松阪市久保町）

◎ブランクあっても大丈夫♪
◎カワイイ子ども達とふれあうお仕事♪
◎離職率10%未満の
　働きやすい職場です!

勤
務
地

職場の
事前見学OK!

給 

与

処遇改善
手当

別途支給

年齢・性別
不問

別途残業
手当有

時 1,180円＋交通費規定支給
派松阪市殿町／病院内サポートスタッフ

■医療・介護のアウトソーシング https://www.m-care.co.jp

株式会社ルフト・メディカルケア
三重オフィス 津市大門6-5 大樹生命津ビル2F

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付 9：00～）（担当／村田）
0120-074-816夜間

・
土日☎059-273-5556

急

［職種］病院内サポートスタッフ
（ベッドメーキング、シーツ交換、患者様の身の回りのお世話など）

［時間］①　7：00～15：30（実働7.5h）
　　　②　8：30～17：00（実働7.5h）
　　　③10：45～19：15（実働7.5h）
［休日］シフト制による、週休2日制
［待遇］社保完備、給料前払い制度、
　　　資格支援制度、車通勤可、制服貸与、食堂利用可、
　　　出張面接OK（土日面接&見学OK）

1,180円＋交通費規定支給時給

しっかり丁寧な
サポートで安心♪

面接は
ご希望の
場所で
OK!

〈新規スタッフ大募集〉
資格・経験不要!!

松阪市殿町の病院
勤
務
先

月17.5万円～24.5万円 時900円～1,000円
ア正松阪市内／①ハウスクリーニング②害虫駆除

■ダスキンフランチャイズチェーン加盟店

急

職
種
①ハウスクリーニング
②害虫駆除

松阪市五反田町2丁目1326-7
ダスキンレガート
0120-105-590（平野・中村）

未経験大歓迎♪
年齢不問！！

［時給］900円～1,000円
［休日］土・日 他

アルバイト

［月給］175,000円
　　　～245,000円
［休日］週休2日制、夏季、年末年始

正社員

［応募］まずはお電話ください（受付）平日9：00～16：00

共通

［時間］8：30～17：30
［待遇］交通費規定支給、制服貸与
　　　 正社員は昇給年1回、
　　　 賞与年2回あり、社会保険完備（ ）

①②
お選び
ください

月 206,600円～
多気町相可／生活支援員

急

正

■社会福祉法人 http://www.keishin-sw.or.jp

社会福祉法人 敬真福祉会

［応募］お気軽にお電話ください（担当/ヤブウチ）

職場見学
ご相談
ください

生活支援員募集

☎0598-38-2402多気郡多気町
相可字風子
1863-1

［時間］7：00～19：00の間で8時間（シフト制）
　　　※月に3～5回 準深夜勤あり
　　　　（16：00～翌10：00）
［休日］シフト制（週休2日 年間120日）
［待遇］昇給・賞与・退職金制度あり、交通費規定支給、
　　　各種社保完備、有給休暇、誕生日休暇 
　　　◇処遇改善手当は3月に支給

生活支援員補助（パート）同時募集中！！

仕事
内容

月給 206,600円～
◎資格・処遇改善手当　別途支給◎

◎特別な資格は必要ありません

食事・入浴介助、見守り、
農場・作業場での作業支援
※要普免（AT限定可）

※夜勤手当
　4回分含む

幅広い年代の女性活躍中! 正社員

時 900円～
契アパ多気郡多気町仁田／職種複数
急

■プラスチック製造業

多気工場株式会社日新化成製作所

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（平日9時～12時・13時～17時）

多気郡多気町仁田752-60
（多気クリスタルタウンそば）☎0598-20-8451

［時間］8：30～17：15
　　　の間で応相談（6時間以上）
［休日］土日祝
　　　（土・祝は会社カレンダーによる）
　　　お盆・年末年始・誕生日休暇あり
［待遇］各種保険、交通費規定支給、制服貸与、
　　　有給休暇制度、車通勤OK

職 

種

［時給］900円～

急募!!
新しい環境でお仕事しませんか♪
新規スタッフ大募集!!

パート社員（準社員登用制度有）
①車載用操作SW 組立ライン作業
②車載用操作SW 外観検査作業

内職募集（成形部品の仕上・外観検査）

経給面談時に説明いたします
ア契松阪市内・伊勢市内／警備員

■総合警備保障 三重県公安委員会認定第55000218号  三重県警備業協会加盟

株式会社 ポラリス☎0598-50-5513
松阪市東町593-1西部商事ビル3F ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時に説明いたします。

※18歳以上（警備業法）※有資格者優遇

・施設警備員
・列車見張員
・交通誘導警備員

内
容

警備員
厚待遇
でお待ち
してます！
Point

◎即入寮可能!!
〈家具・家電付き〉

増員
募集！！業界トップクラスの

賞与
契約社員の方でも
年1回しっかり支給

日給全額支給
仕事が早く終わった
日でもしっかり支給

直行直帰OK
出勤も帰りも
ラクラク

週2日～フルタイム
ライフスタイルに
合わせて働けます

未経験OK♪
性別不問  

正社員登用制度
仕事が気に入れば
ステップアップも可能

業務多忙に伴い
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

月 19万円～＋奨励金（研修中17万円）
津市一志町／献立アドバイザー（宅配有） 正

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

ヨシケイ三重
【本社（四日市）】四日市市高浜新町1番地19号

☎059-334-7001（三井）本社
受付

［資格］要普免　［休日］土・日、GW、夏季、冬季
［時間］9：00～18：00（※17：00退社可）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種手当有、社会保険完備、退職金制度、
　　　交通費（規定）支給、制服貸与、有給休暇、研修3ヶ月 等
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

19万円～＋奨励金
（研修中17万円）
月
給

勤
務
地
津営業所
（津市一志町）

献立

アドバイ
ザー

（宅配有
）
正社員

男女
活躍中

■社会福祉法人 http://www.mie-reha.jp/

給下記参照
津市内／支援員・看護師

経 急

正

（支援員・看護師）（支援員・看護師）◇ 令和3年4月1日採用予定 ◇

7/7（火）
職場見学会を開催

参加ご希望の場合、
電話でお申し込みください。

［受験資格］昭和36年4月2日以降に生まれた方

［給 与 例］支援員：大学新卒初年度例238,000円（手当含む） 
　　　　　看護師：33歳看護経験有り初年度例270,000円（手当含む）
［休　　日］4週8休、年間126日（Ｒ1年度実績）
　　　　　＋夏季休暇5日＋有給休暇（年間20日付与）等
［待　　遇］夜勤手当（8,000円／回）、資格手当、扶養手当、住居手当、
　　　　　通勤手当等、賞与年3回（ 年間4.45月＋3月賞与）、社保完備

①募集人数／支援員・看護師ともに若干名
②採用試験／試験日：令和2年8月1日（土）8：45～　③会場／三重県身体障害者総合福祉センター
④応募方法／応募締切：7月15日 17：15必着　履歴書及び最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し
　　　　　　（看護師は看護師免許証の写し）を法人事務局へ持参又は郵送してください。

障がいのある方の生活全般を支援する
お仕事です（看護師は看護業務）

三重県いなば園または
三重県身体障害者総合福祉センターの
いずれか

勤務地

仕事
内容

詳細は
ホームページで

ご確認ください
。

社会福祉法人三重県厚生事業団
☎059-233-4789

〒514-0113
津市一身田大古曽
670番地2

　応募・問い合わせ先

事務局総務課 （受付/平日8：30～17：15） 募集の詳細はこちら

三重県厚生事業団三重県厚生事業団
令和3年度 正規職員募集



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）

■ホテル

急月 10万円～ 時 900円～
アパ松阪市久米町／フロントスタッフ・清掃

☎0598-56-7791松阪市久米町1123-1
（松ヶ崎駅より徒歩5分）

ホテルアルベルティーナ

［応募］詳細は面談にて。お気軽にご応募ください。

［待遇］交通費規定内支給、各種手当、食事補助、プチ賞与あり
　　　車・バイク通勤OK（駐車場あり）、研修期間あり

スタッフ募集
客室清掃スタッフ職種

職種

［時間］9：00～25：00
　　　の間で応相談

時給 900円～
22時以降1,125円～

フロントスタッフ
（3日に1回の勤務）

週2・3日より
土日だけでもOKです
未経験の方も

丁寧に指導いたします

月収 200,000円～
［時間］24時間のシフト制

正

1

月収 100,000円～
［時間］12時間のシフト制

2

■人材派遣業 派24-040002

月

派松阪市・亀山市／ドライバー
25万円～

［時間］3：00～13：00
［休日］シフト制（派遣先カレンダーによる）

配送ドライバー（3t車）男女
活躍中

月給勤務地

職
種

松阪市・亀山市

☆普通免許・中型免許でOK!

丸久産業株式会社
松阪市大口町346番地 ［応募］まずはお気軽にお電話ください。

出張面接いたします0120-32-0883

急募
日払い・

週払い制度あり・
各種保険完備

25万円～

寮完備

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

時①900円～ ②1,200円
アパ松阪市・多気郡／①日常清掃 ②調理スタッフ

■総合ビルメンテナンス http://www.nitto-cs.jp/

土日祝はお休みのお仕事です

☎059-221-0668
［三重支店］三重県津市羽所町515 第2いけだビル5Ｆ

［共通待遇］交通費規定支給、各種社会保険完備、車通勤可 

［時給］1,200円　［時間］16：00～19：00
［休日］土日祝（工場カレンダーにより大型連休有）

〈場所〉多気町大手工場の社員寮
〈職種〉②調理スタッフ（夜食弁当の調理盛付け）

［応募］月曜日から電話受付スタート（受付時間9：00～17：00）

［時給］900円～　［時間］7：00～11：00
［休日］土日祝※週3日～応相談

〈場所〉オムロンヘルスケア内（久保町）
〈職種〉①日常清掃

未経験の方大歓迎♪

時 900円～（祝日は1,000円～）
アパ松阪市／ガソリンスタンドスタッフ

■ガソリンスタンド

経

www.suzusada.co.jp

鈴定燃料株式会社
松阪国道SS

☎0598-51-6542（担当／中川）
松阪市大塚町
374-3松阪SS

☎0598-21-0315（担当／福本）

松阪市大黒田町
石川44-1

日曜
お休み

［勤務地］松阪SS・松阪国道SS
［内　容］フルサービスのガソリンスタンド業務
［資　格］要普通免許

［時　給］900円～ （祝日）1,000円～
［時　間］8：00～20：00の間で応相談
　　　　①8：00～17：00、②8：00～18：00、
　　　　③9：00～19：00
［待　遇］危険物資格手当、従業員割引、社会保険制度、
　　　　制服貸与、社員登用制度、車通勤可、研修期間有
［応　募］ご希望の店舗までお気軽にお電話ください。

◎土曜休みもOK!◎従業員割引あり!

◎祝日は昼食つき♪◎未経験の方も大歓迎

■食堂サービス

給報酬41万円以上/月
委松阪市大平尾町／夫婦住込管理人

自分のペースでお仕事ができます!
新しい綺麗な寮＆管理人室です！

受付/平日9:00～17：30
担当/寺村

株式会社 リエイ 名古屋支店
名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング12F

0120-886-274

〈職種〉
［勤務地］松阪市大平尾町
［報　酬］41万円以上/月
［仕事内容］管理、調理
［時　間］6：00～22：00
［応　募］まずはお気軽にお電話下さい。

夫婦住込管理人
住居費

水光熱費・駐車場代
かかりません！

急時 900円
パ松阪市内／清掃スタッフ

■コニックスグループビル総合管理

［資格］要普通自動車免許　［時給］900円
［休日］企業カレンダーによる ［待遇］交通費規定支給

清掃
スタッフ
募集

［時間］①8：00～12：00 ②13：00～17：00
　　　※①②のローテーション

□パート（松阪市立野町）B
□パート（松阪市嬉野町）［時間］9：00～15：00A

女性スタッフ
活躍中!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時にご説明致します。
☎059-351-8027
本社／〒510-0064  四日市市新正四丁目1-1（チトセビル3F）
三重コニックス株式会社

受付／平日
9：00～17：00（ ）

仕
事
内
容

松阪市内の事業所を
清掃して頂く
お仕事です
※詳細は面談時ご説明いたします

経給下記参照
パ契北牟婁郡紀北町／職種下記参照

■ヘルスケアフードの明日を考える。
名古屋支店／
愛知県名古屋市
中区栄2-3-1

0120-160-177【採用担当／阿利】※面接は現地で行います
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。電話受付 午前9時以降（月曜～金曜日）

正社員登用制度有、制服貸与、社会保険完備、昇給・有給有り、
給与は経験・勤務時間を考慮の上決定、
残業時及び休日出勤時は別途手当支給

調理スタッフ
大募集!

共
通
待
遇

［職種］調理員〈パート〉 ［時給］873円～
［時間］8：15～15：00 ※勤務時間は応相談

［職種］栄養士・調理師・調理員〈契約社員〉
［月給］（栄養士）17.5万円～21万円
　　　（調理師）17.5万円～20.5万円
　　　（調理員）16.5万円～20万円
［時間］5：00～14：00・10：30～19：30

☆調理員は資格不要♪
①長島回生病院（北牟婁郡紀北町）
②老健 輝（北牟婁郡紀北町）

勤務地

松阪市白粉町／介護職員

■24時間体制の介護・医療連携で毎日をサポート

正 パ

急月 224,800円～正 時 900円～パ

施設見学もできます♪

［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にご説明致します。（担当／北川）受付時間 9：00～18：00

お気軽にご相談ください！
［月給］224,800円～241,200円
［時間］　7：00～16：00・10：00～　19：00
　　　12：00～21：00・15：00～翌10：00（夜勤月5回程度）
［待遇］昇給制度あり（1回/年）、交通費規定支給、
　　　社会保険完備、試用期間あり、有資格者優遇

［時給］900円～
勤務時間ご相談ください!パートさんも同時募集♪

☎0598-23-0788
松阪市白粉町463-1ふぁみーゆ松阪

介護職員〈正社員〉
入居者の身体介護・
食事・入浴・排泄の介助（ )

職 種

急

松阪市朝日町／病院内の清掃業務

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

契パ

時 920円

病院内の清掃業務職
種

時
給

勤
務
地
済生会松阪総合病院
（松阪市朝日町1区15番地6）

920円

未経験からスタートの方も
多数活躍中!!

分かりやすくご指導を致します

未経験からスタートの方も
多数活躍中!!

分かりやすくご指導を致します

［時　間］8：30～16：00
　　　　8：00～16：00
［休　日］シフト制
［勤務日］週3日～
［待　遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）
［応　募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　　顔写真付の履歴書をご準備下さい。
　　　　現地にて面接致します。

フルタイム（8h）

勤務希望の方も

大歓迎です♪

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）6/1（月）9：00～

雇用保険加入

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・見張員・書類作成・通信設備工事関係

■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

◎カンタンな入力作業あり
◎1週間に2日又は
　3日の勤務です

伊勢・松阪・津
8,100円～10,100円

勤務地

日　給

職種 施設警備

［時間］16：45～22：30

松阪市
上川町
900円

勤務地

時　給

職
種
電話アポ
及び書類作成

［時間］9：00～18：00
　　　の間で2h～6h
［休日］土・日・祝（平日も可能）
◎週3日～でもOK!

松阪市
900円
＋手当

勤務地

時　給

職種 巡回警備

　5：00～　6：00（2回）
21：00～22：00（2回）
　2：00～　5：00（1回）
（1回15分程度）

松阪市内
1回400円
～500円

勤務地

給　与

職種 列車見張員

［時間］8：00～
　　　17：00

松阪・津・
伊勢

9,000円
勤務地

日　給

入社
祝金

万円
支給!!30※当社規定あり

社内
勤務

職
種
通信設備工事
関係のお仕事

［時間］8：00～17：00
◎1年間 毎日
　お仕事あります!

松阪・津・伊勢
8,100円～
10,100円

勤務地

日　給

警備・事務スタッフ大募集!! 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

﹇
時
間
﹈

経 急給［月収例］①238,900円～ ②226,400円～
正多気郡大台町／介護職員・介護支援専門員

職員旅行・食事会助成制度、資格取得報奨金制度、永年勤続表彰制度、保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、昇給（年1回）、
退職金、特殊業務手当、夜勤・宿直手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、制服貸与

［職種］①介護職員（正規職員）

待
遇

勤務地

■社会福祉法人

社会福祉法人 あけあい会 ☎059-239-1000
（担当／川瀬・内田）〒514-0825 津市緑が丘一丁目1-1法人本部事務局

［応募］電話連絡後、履歴書(写真貼付)、免許証、資格証の写しをご郵送ください。

大台町介護老人保健施設みやがわ（大台町江馬）

［資格］介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上※無資格でもOK
［時間］早番・日勤・遅番・夜勤の交代シフト制（日勤のみの勤務も可）
［賞与］年間5.0ヶ月 ［休日］年間114日

［時間］8：30～17：30  ［賞与］年間5.0ヶ月 ［休日］年間114日

「あのう学院」にて働きながら資格取得できます！

正規職員募集！
未経験の方大歓迎！

［日時］6月14日（日）10：00～16：00
［場所］大台町介護老人保健施設 みやがわ

高速道路を利用しての通勤もして頂けます［高速代支給（要件あり）］ 報徳診療所江馬南

社
会
福
祉
協
議
会

宮
川
支
所

大
台
町
役
場

宮
川
総
合
支
所

荻
原
郵
便
局

宮川トンネル

紀勢自動車道

もみじ館

大台町介護老人保健施設

みやがわ 大台
警察所

大台町
役場

宮川

紀勢本線 三瀬谷駅

大宮大台
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法人就職
説明会
 開催！

 夜勤5日、特殊業務手当、
 介護福祉士手当、通勤費10km含む

238,900円～
（ ）
★職歴換算いたします

［職種］②介護支援専門員（正規職員）

月収例

（資格手当、通勤10km含む）★職歴換算いたします
226,400円～月収例

来春卒業予定

の方もお気軽に

ご相談ください

・ご都合の良い時間にお越し下さい。
・履歴書を持参された方については、説明会の後で個別面接させていただきます。
・来春卒業予定の方も大歓迎です　

大台町
江馬（ ）

経 急月 238,900円～
正松阪市嬉野中川町／介護職員

［月収例］238,900円～（夜勤5日、特殊業務手当、介護福祉士手当、通勤費10km含む）
　　　　☆職歴換算いたします
［時　間］早番・日勤・遅番・夜勤の交代シフト制（日勤のみの勤務も可）　［休日］年間114日
［賞　与］年間5.0ヶ月
［待　遇］職員旅行・食事会助成制度、資格取得報奨金制度、永年勤続表彰制度、
　　　　保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、昇給（年1回）、退職金、特殊業務手当、夜勤・宿直手当、
　　　　通勤手当、扶養手当、住居手当、有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、制服貸与

介護職員（正規職員）

勤
務
地

■社会福祉法人

特別養護老人ホームやまゆりの里（嬉野中川町）
養護老人ホームやまゆりの里（嬉野中川町）

社会福祉法人 あけあい会
☎059-239-1000

サオリーナ●

●

●
163
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至松阪

至鈴鹿

至久居

コンビニ

津IC

津新町駅

阿漕駅

津
市
水
道
局

J
R近

鉄

中
勢
バ
イ
パ
ス伊

勢
自
動
車
道 ココ〒514-0825 津市緑が丘一丁目1-1法人本部事務局

［応募］電話連絡後、履歴書(写真貼付)、
　　　免許証、資格証の写しをご郵送ください。（担当／川瀬・内田）

来春卒業予定の方も
お気軽にご相談ください

正規職員募集! 未経験の方大歓迎
あのう学院にて働きながら
資格取得できます!

介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上
※無資格でもOK

資格

［日時］6月7日（日）10：00～16：00
［場所］有料老人ホームグリーンヒル（津市緑が丘）
・履歴書を持参された方については、
 説明会の後で個別面接させていただきます。
・来春卒業予定の方も大歓迎です。

ご都合の良い時間にお越し下さい。法人就職
説 明 会
開催!

松阪市嬉野須賀町／朝・夕刊配達、集金

■新聞販売店

アパ正

W

☎0598-20-9005松阪市嬉野須賀町
1361-1

［応募］お気軽にお電話ください

しぶや新聞店伊勢中川専売店

月 200,000円～250,000円

正社員募集!!

［資格］普通自動車免許（AT限定可）、原付免許
［時間］2：00～5：00、14：00～17：00
［待遇］車通勤ＯＫ、無料駐車場あり、原付貸与、
　　　有給休暇制度あり、研修制度あり

［月給］80,000円～ ［休日］店舗規定による
［時間］2：00～5：30の間で1.5～2時間程度

朝刊配達スタッフも同時募集

200,000円～250,000円

仕事
内容

月給

朝・夕刊配達、集金スタッフ
※その他雑務あり
　月末25日～月初にかけてのみ
　1、2時間程度の集金業務など


