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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

フリーペーパー・ホームページにも同時掲載中

伊勢・志摩・鳥羽・度会エリア2021.2.28 日 発行

フリーペーパーに
記事掲載中名古屋グランパス応援月間
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18：003.3［WED］ 豊田スタジアム
ガンバ大阪

HOME

KICK OFF VS

16：003.6［SAT］ 豊田スタジアム
北海道コンサドーレ札幌

HOME

緊急事態宣言の発出状況等によりキックオフ時間変更の可能性がございます。最新情報は名古屋グランパス公式サイトをご確認ください。（C）N.G.E.
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丸山 祐市

ホーム開幕

■温室栽培・生花栽培

時平日880円～ 土日祝900円～
アパ伊勢市西豊浜町／バラの収穫など
W

バラの収穫、手入作業、出荷作業

パート・アルバイト募集!!

◎やる気のある方、未経験歓迎♪
◎急な休み、時間の融通ききます!!

内容

080-9722-1187
伊勢市西豊浜町
4645-3

（担当/山本）
（受付時間9：00～17：00）

オオナカファーム

週3日～ＯＫ!!

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

［資格］60歳迄 省令1号 ［休日］シフト制
［時給］[平日]880円～[土・日・祝]900円～
［時間］8：00～10：00又は8：00～12：00

日曜日出勤できる方

頑張り次第で
収入ＵＰ

■事業所向け日替り弁当・委託給食・会議・イベント用弁当

時 875円
パ伊勢市下野町／調理補助

経 急

パートスタッフ募集!!
土・日・祝日お休みです!

［時間］（1）10：00～16：00 （2）11：00～13：00
［休日］土・日・祝日・夏期・年末年始 
［待遇］交通費規定支給、皆勤手当

伊勢下野工業団地内
社員食堂

勤務地

調理補助職　種 時給

☎0598-51-7700松阪市上川町1711-5

株式会社 松阪給食センター

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。3/1（月）AM11：00より受付開始

875円 

■学習塾

給下記参照
ア玉城町／個別指導員

経 急

週1～6日 PM3：00～9：30の間で1時間～OK!（希望の時間帯）

＊指導時間外の仕事は、時給計算により給与支給しています。

☆40代・50代の指導経験者も大歓迎！☆
初めての方からサポート・応援します! 【研修期間有】

（1）小学生コース （2）中学生コース （3）高校生コース
＊指導経験者優遇/社会人・学校講師・学生も多数活躍中!

1,200円～2,000円

個別指導 〈英語または算数・数学〉

平均時給
やる気と能力次第で給与大幅アップ!

少人数
個別指導専門学 鈴

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。◎携帯可0120-005-395

（県道37号線サガミから車で2分、伊勢市駅から10分） 

玉城校

個別指導講師小・中学生
高校生対象 数名

※各種手当有
（詳細面談時に）
◎交通費支給

■保育園

給下記参照
パ正伊勢市小俣町／事務員・保育士

事務員・保育士募集

☎0596-21-1030（担当/佐波）

伊勢市小俣町元町
569番地

［応募］電話連絡の上履歴書
　　　ご持参ください。

［月給］（大　卒）170,000円～
　　　（短大卒）165,000円～
［時間］　7：00～16：00・8：30～17：30・
　　　10：00～19：00  シフト制

事務員
（常勤）

共通［休日］週休2日制 日曜日、祝日、夏季休暇有［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、退職金制度有（パートは除く）

保育士
（パート）

保育士
（正社員）

［月給］160,000円～170,000円
［時間］9：00～18：00

［時給］980円～1,200円 経験に応じて
［時間］12：30～7：00内で4時間

経時 875円～
パ伊勢市小俣町／厨房従業員

■介護保険事業

株式会社 エムケイ・コーポレーション

伊勢市小俣町
湯田1517-3

☎0596-27-6227
（担当/坂本）（平日8：00～17：00）

ホームページは「エムケイコーポレーション」で検索

［時給］875円～　［日数］3日/週程度（応相談）
［時間］8：00～15：00（6時間）内1時間休憩
［待遇］交通費規定内支給、賞与年2回、制服貸与、
　　　有給休暇有、健康診断年1回、
　　　マスヤグループ共通の福利厚生制度
　　　  飲食店／ホテル利用時割引、
　　　 従業員食堂、保険団体割引など
［応募］気軽にお問い合わせください。　

ポピー配食サービス
スタッフ募集

入社日

応相談厨房従業員
（弁当の製造全般）

内容

勤務地 伊勢市小俣町相合1306

（ ）

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】

採用
担当

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

3月9日(火)伊勢市観光文化会館伊勢

3月4日(木)・5日(金)・8日(月)・9日(火)・16日(火)

3月12日(金)松阪市産業振興センター

津

松阪

公文教育研究会　津事務局

10：00
～11：30

※完全予約制です。Webは7日前、それ以外は2日前（土、日、祝除く）までにご予約ください。
　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。
※新型コロナウイルス対策について、十分留意した上で説明会を実施いたします。

オンライン説明会
も承っております。

ご希望の方は
ご相談
ください。

時 928円以上＋交通費規定支給 　　　　
アパ伊勢市船江／病院内の日常清掃

■ビル管理､清掃業､警備業など

［応募］まずはお気軽にお電話下さい♪
［採用担当迄］☎052-231-8821

名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル5Ｆ
株式会社アサヒファシリティズ

勤
務
地
伊勢市船江の総合病院

職
種

［時給］

病院内の清掃スタッフ

［時間］①7：30～12：00 ②9：00～15：30 ③13：00～17：00
　　　★①～③の勤務または組み合わせ自由♪
　　　★週3日～OK！土日祝勤務できる方大歓迎！

［待遇］社会保険完備､年次休暇､制服貸与､法定健康診断
　　　車通勤OK(駐車場完備)　≪現地面接致します≫

感染対策も万全!

※伊勢市駅より徒歩15分

廊下､階段､病室などの日常清掃

928円以上＋交通費規定支給

未経験歓迎★シニア活躍中★長期安定

週3日～ＯＫ! 土日祝できる方歓迎!

30～60代女性活躍中♪

■霊園・墓地及び斎場等の建物並びに各種施設の管理・運営・設備保守等

契正度会郡玉城町／ [正社員]エリア社員　[契約社員]セレモニースタッフ
経月 [正]200,000円～ 270,000円　[契]180,000円～ 250,000円

グループ本部／四日市市栄町2-2

NSK株式会社 080-2371-4557（担当/田中）担当直通

[応募]まずは上記までお電話下さい。玉城町の斎場にて面接致します。

異業種からの転職者多数活躍中！！ 特別な資格は必要ありません！！

［勤務地］度会郡玉城町の斎場 
　　　　※エリア正社員は、
　　　　　エリア内の移動応援あり
［時　間］8：15～17：15（実働7時間40分）
　　　　※勤務地により前後あり 
［休　日］シフト制 
［待　遇］社保完備、交通費規定内支給、
　　　　車・バイク通勤OK、制服貸与

「誰かの役に立ちたい」その想いを実現できるお仕事です ◎勤務スタート日ご相談下さい

〔正〕エリア社員
〔契〕セレモニースタッフ
　　（事務員を兼務できる方）

〔正〕200,000円～270,000円
〔契〕180,000円～250,000円
※試用期間1～3ヶ月 時給〔正〕900円 〔契〕880円

未経験か
ら公営施設の職員として働けます！

職 

種
未経験
ＯＫ！

30代・40代の女性が活躍中の職場です！

経験等
による

仕事内容 斎場の運営全般に携わっていただきます。

月 

給

急時 900円～950円パ 月 179,000円～230,000円正
パ正松阪市山室町／調理補助・調理師

■給食事業

［月給］179,400円～230,000円
　　　（日給7,800円～10,000円）
　　　＊その他役職手当（5,000円～30,000円）
［資格］59歳迄（定年が60歳の為 ※省令1号）
［時間］（1）5：30～14：30 （2）10：30～19：30
　　　※就業時間変形労働時間制
［休日］月8日 ※年間休日数：105日

施設内厨房にて、朝・昼・夕食の調理全般を
行っていただきます

職種

内容

調理師（正社員）

［待遇］交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、食事補助制度、研修期間あり、（正社員は社会保険完備）

★基礎から指導、資格取得をサポート！ ★調理のプロとしてステップアップしてみませんか

未経験でも、簡単な作業から
丁寧な指導で安心して働けますよ。

介護老人保健施設 カトレア内厨房勤務地

奈良県磯城郡田原本町八田485-1
☎0744-33-1558

（高橋）

（竹田）

090-8521-6657

［応募］まずはお電話ください。 AM9時より受付スタート

株式会社セイダイショクグループ

松阪市山室町
690-1（ ）

［時給］900円～950円 
　　　※午前8時迄と午後6時以降は時給80円UP
［時間］（1）5：30～9：00 （2）15：00～19：30 ☆週3～5日
　　　又は5：30～19：30の間で4時間以上（応相談）　
　　　◎フルタイム8HもＯＫ
［勤務日］シフト制

盛り付け、洗浄、清掃が主な業務
職種

内容
調理補助（パート）

・食数：朝90食、昼140食、夕100食 ・調理は3名交替で行います。

面接は
松阪で
行います

経月〈正看護師〉285,500円～ 〈准看護師〉245,500円～ ※各種手当含む
正伊勢市村松町／看護師

■高齢者介護

※各種手当含む

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）

［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/

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

経時 880円～900円＋交通費規定支給
パ伊勢市内／オフィスビル内・トイレなどの清掃

■ビルメンテナンス

伊勢市岩渕3丁目561-8 三交伊勢ビル5F
株式会社 三重フジミ

［応募］委細面談時。お気軽にお問い合わせください。

☎0596-24-5848
［随時受付中！］（採用担当迄）

勤務地

内　容

時　給

オフィスビル内・トイレなどの清掃

三交伊勢ビル

［資格］65歳迄（省令3号のイ） ［時間］8：30～12：30  ［休日］土日祝

880円～900円
＋交通費規定支給

未経験の方でも丁寧に
教えるので安心♪

清掃スタッフ
募集 女性活躍中！！

経給下記参照
パ正伊勢市宇治浦田／介護職員・介護支援専門員

■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

特別養護老人ホーム
ケアハウス

社会福祉法人 賀集会

＋実務経験年数を
　換算して決定

210,000円～

ライフスタイルに
合わせた働き方を
応援します!

その他
手当

介護職員［正職員］職種

月給

［勤務］早番・遅番・夜勤の
　　　シフト制

未経験・無資格の介護職員の場合
第一基本給160,000円　第二基本給2,000円
※第一、第二の昇給と合わせて特別業務手当が変動します。
特別業務手当21,870円　夜勤手当1回6,500円×5=32,500円 216,370円/月

夜勤手当（5回分）他＋各種手当支給

995円～

介護職員［パート］職種
職種

時給

［時間］17：00～22：00
※多少の時間のずれ有

実務経験年数を
換算して決定（ ）

特養での介護業務

193,000円～
 手当含む

介護支援専門員
［正職員］

月給

［勤務］日勤のみ

介護現場好きな方歓迎♪

2～3hの
パート有 経験者優遇

合　計



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）

給下記参照
パ他伊勢市粟野町・上地町／職種複数

■あんしんのJAグループ

W

週1～5日の間で応相談

［資格］普通自動車免許（AT限定可） 
［共通待遇］各種社保有（該当者）、交通費（規定）支給、制服貸与

介護スタッフ職種 ◎資格不要

［時間］8：00～10：00・16：00～18：00 応相談 建て前だけでなく本気で実践しています！

☎0596-20-2100伊勢市粟野町706 ｢通所介護：河﨑」

伊勢市上地町1810 「訪問介護：牛谷」☎0596-20-5000

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。受付時間：平日8：30～17：30URL：http://www.jaise.jp　E-mail:kawasakiy@ise.jamie.or.jp

JA伊勢介護センター ひまわり

880円～＋各種手当＋処遇改善加算スタート時給

職種 送迎スタッフ 880円～スタート時給

［時間］8：00～17：00内で応相談

職種 事務スタッフ 880円～スタート時給

［時間］16：00～17：30の間で応相談

職種 清掃スタッフ 880円～スタート時給

［時間］8：00～18：00内で4h～応相談 ※フルタイムも歓迎
　　　※生活相談員業務も出来る方はさらに手当等有り

〈勤務地〉みのりデイサービス又はひまわりデイサービス

〈勤務地〉介護センターひまわり

［時間］8：30～17：30内で応相談職種 非常勤ヘルパー（訪問介護）
1,050円～

［資格］介護福祉士 　［時間］8：20～17：20（8h勤務）
［休日］週休2日のシフト制　［待遇］賞与、昇給有

職種 訪問介護のサービス提供責任者 190,000円～月
給
※経験年数等考慮

未経験の方でも丁寧に指導致しますので、安心してご応募下さい

（1）土・日曜日休業（1/1～3は年始休業）
（2）職員の昼食代無料!
※デイサービス・フロアで利用者様と一緒に
　食べて頂きます。

年齢・経験不問

①集団ケアではなく、お一人お一人が興味のある事を
　個別に楽しんで頂き、介護施設のイメージが変わる
　活気あるデイサービスです。
②採用面接の前に、気軽に見学に来て下さい！

スタート時給
＋処遇改善加算
＋待機手当等有

個別ケア、自己選択・自己決定、
自立支援、やりがい・生きがいつくりの

デイサービス

月 200,000円～
正伊勢市内／校長候補

■個別指導学習塾

アップワン伊勢校OPENにつき
正社員大募集!

月給職種 200,000円～

男女共に
子ども
好きな方

大歓迎!

男女共に
子ども
好きな方

大歓迎!

校長候補

個別指導学習塾
アップワン 090-6800-8117（担当／中山）

受付：伊勢校開設準備室

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。※電話受付／月～土 10：00～17：00

伊勢市中村町302-197

［資格］短大卒以上、45歳迄（省令3号のイ） ［時間］16：00～22：00  ［休日］日曜、他
［待遇］社会保険完備、制服貸与  ※その他詳細は面談にて説明致します

小学生・中学生の明るく楽しい
教室で働きませんか♪

月 191,000円～225,000円
正勤務地複数／介護スタッフ

■各種介護事業

経

施設の詳細はこちらから！

受
付
先

本社：伊勢市黒瀬町865-1

受付時間／9：00～18：00（土日祝除く） 
（担当／濱地・西口）

ウェルフェアグループ
［応募］お気軽にお電話下さい。  info@welfare-mie.jp

☎0596-21-1133

［月給］19.1万円～22.5万円（無資格・未経験の方）事業所によって異なります。
　　　（資格手当）千円～1.5万円別途支給 （研修期間修了後）1.5万円～2万円給与アップ
［待遇］賞与年3回・昇給年1回・退職金あり、各種保険、交通費、正月手当、
　　　入社以前の介護業務の経験手当の支給、ジョイワーク会員

職員皆さんが安心して働ける環境があります!
社内検定制度
（合格等級に合わせて4万～14万円（年）を支給
バースデー休暇（誕生月に1日を有給で支給）
子育て応援手当
資格取得支援制度（受験料を全額支給+合格祝い金3万～5万）
沖縄の高級リゾートホテルが保養所として格安で利用可
健康診断再検査費用＆
婦人科・胃・肺がん検診費用の補助制度

春の就職祝い金20万円キャンペーン
4月末までにご応募の方、6ヶ月以上勤続した方に祝い金20万円を贈呈します。

社  

員

ウェルフェアグループ 充実の福利厚生
グ ル ー プ ホ ー ム く ら た や ま（伊勢市黒瀬町）
介護付有料老人ホームくらたやま（伊勢市黒瀬町）
介護付有料老人ホームウェルガーデンみその（伊勢市御薗町長屋）
小 規 模 多 機 能 セ ン タ ー み そ の（伊勢市御薗町長屋）
グ ル ー プ ホ ー ム ふ た み（伊勢市二見町松下）
小 規 模 多 機 能 ホ ー ム ふ た み（伊勢市二見町松下）
特別養護老人ホームウェルハート明和（多気郡明和町志貴）
※ご希望する勤務地があればご相談ください。

ウェルフェアグループ

時 900円～
伊勢市楠部町／たいやき製造・レジ接客

■6秒に1枚売れている、伊勢志摩生まれの鯛焼き専門店

経 急
アパ

イオン伊勢1Ｆ フードコート内1番奥

☎0596-65-7377伊勢市楠部町乙160-2 イオン伊勢店フードコート内
（採用担当迄）

たいやき わらしべ イオン伊勢店

パート
アルバイト
募集

★土日祝入れる方優遇 ★女性が多数活躍する職場です

［時間］9：30～19：30の間でシフト制 ☆夕方からの勤務でもOK!
［待遇］社会保険完備、Ｔシャツ支給、交通費規定支給、社販制度

令和2年10月にOpenしたばかりのお店です♪

900円～

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
　　　又、店舗に直接来て頂いてもOKです。
　　　※混雑時は電話にでられない場合があります。
　　　　電話がつながらない場合は時間をおいてお掛け直し下さい。

職　種 時給

勤務地

たいやき製造・レジ接客

時 880円～ ※時間帯・曜日加給あり
アパ勤務地複数／ディスカウントストアでのレジ、品出し、売場作り、商品管理等

■イオングループのディスカウントストア

安心のイオングループ！幅広い年代が活躍中！

イオンビッグ株式会社

神田久志本店
［時給］920円～1,400円
　　　※但し学生アルバイトは880円～

ザ・ビッグエクスプレス神田久志本店
伊勢市楠部町156-2 ☎0596-25-6789

ザ・ビッグエクスプレス小俣店
伊勢市小俣町宮前296-1☎0596-25-0522

小俣店

■レ　ジ…7：00～21：00
■惣　菜…6：00～17：00
■お　魚…7：00～18：00
■お　肉…7：00～11：00
■日配品…6：00～17：00
■事　務…8：00～12：00

神田
久志本店

■レジ…7：00～11：00
■夜間専任スタッフ
　（レジ・品出しなど）
　…18：00～22：00

小俣店

★勤務時間はご相談ください（1日3時間～） ★お得な従業員割引制度あり！
★学生アルバイト（レジ・品出し）も募集中！ ★未経験でも安心の社内研修あり！

詳しくはこちらへ➡

朝・夕方や日曜祝日の時給アップあり！

月 200,000円～
正松阪市・伊勢市／ケーブルTVメンテナンス・電気工事・ネットワーク構築 等

■電気通信工事業、電気工事業

男女正社員募集コロナに負けない明るい会社づくりの為に
施工技術職は女性も可能! 資格取得を支援します!

200,000円～
ケーブルTVメンテナンス・電気工事・ネットワーク構築・Wi-Fi設備工事

［応募］電話連絡の上、履歴書をご持参下さい。

職　種

勤務地 本社・伊勢志摩営業所 月給
〈新卒〉

［資格］高卒以上､要普通自動車免許　［時間］8：00～16：45
［休日］土曜(隔週)、日、祝（年間休日カレンダー有り）
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給、年1回昇給制度有り、各種手当有り

株式会社 ミック
☎0598-28-7100 担当／大西

本　　　　　社／〒515-0041  松阪市上川町3670-15
　　　　　　　　TEL 0598-28-7100  FAX 0598-28-7101
伊勢志摩営業所／〒516-0018  伊勢市黒瀬町1249-1
　　　　　　　　TEL 0596-20-6100  FAX 0596-20-5522

給下記参照
契パ伊勢市内／調理師・調理員・調理補助

■味と真心で社会に奉仕する　ISO9001・14001 認承取得

調理スタッフ募集♪

［休日］月8～9回ローテーション
［待遇］社会保険完備、有給休暇、
　　　車通勤可能、制服貸与

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。《受付：平日9：00～》

〒514-0006 津市広明町418-1 グローリア広明1階
株式会社ニチダン三重営業所

☎059-226-9880 面接は勤務地付近で行います。

共
通

栄養士
同時募集

職種

〈勤務地〉（B）菊川産婦人科（一之木）

［日給］8,000円～9,000円
［時間］5：00～14：00・10：00～19：00

未経験の方も遠慮なくご応募ください♪

調理師・調理員
《仕事内容》調理・盛付・洗浄他

〈勤務地〉（A）ウェルガーデンみその（御薗町）

［調 理 師］

［時給］900円～1,000円
［時間］11：00～18：00（休憩1H）

正社員登用制度有り

［日給］8,000円～10,000円
［時間］6：00～15：00又は
　　　9：00～18：00（休憩1H）

［調 理 員］

［時給］900円～1,000円
［時間］9：30～15：00（休憩1H）［調理補助］

経月

正勤務地複数／2t・4tドライバー

■一般貨物自動車運送事業

18万円～27万円程度

松阪市桜町
8-10株式会社 松田商事

090-5871-5678（担当／松田）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にお話し致します。

MATSUSHO L INE EXPRESS

ヒロ☆グループ 直通

［月収］（2t）18～25万円程度 ★リフト免許所持者歓迎
　　　（4t）20～27万円程度 ★リフト免許所持者
［時間］指定時間に到着できればOK!
［待遇］交通費規定支給、各種保険完備、制服貸与、車通勤可

2t・4tドライバー随時募集
30代・40代・50代活躍中!

日曜・祝日お休み!お盆・年末年始（正月含む）GW休暇もあります

4t新規配送スタートの為、増員します！

◎荷物は一般貨物（パレット積み・手積みもあり）です
［休日］土・日・祝 土曜は出勤の場合もあり

◎荷物は断熱材です（1個16kgを20本程度）
［休日］日・祝 土曜は荷おろしのみ、休みの場合もあり

職種 4tウイング車ドライバー
愛知・大阪方面への配送です

静岡からの帰りは

 高速使用OK！
職種 2tドライバー

東海3県・静岡への配送です

数名

数名

時 900円
パ松阪市内・近辺／清掃

■介護保険サービス事業・ビルメンテナンス等

経

公共施設の定期清掃
（松阪市内・近辺）

パートさん募集

☎0598-26-3169（担当/中西）
三重中高年雇用福祉事業団

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
松阪市大黒田町高見742 夢虹房内（花岡神社様横）面接地

［時間］8：00～16：00程度
　　　☆週4日程度
［待遇］通勤費規定支給、
　　　有休、雇用・労災保険有

内容

時給 900円

経験者歓迎 定年退職者も可

要 普通自動車免許

給前職を考慮致します
パ正伊勢市勢田町／職種下記参照

■内科・糖尿病内科・内分泌内科・腎臓内科

職 種

〒516-0035 伊勢市勢田町431 ☎0596-21-1112
［応募］書類選考を行いますので履歴書をクリニックまでご郵送下さい。

MG糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック

月 火 水 木 金 土 日

9：00～12：00

15：00～18：30

○ ○ ○ 　 ○ ★

○ ○ ○ 　 ○

曜日
時間

★9：00～13：00 ［休診日］木曜日・日曜日・祝日

（1）看護師
（2）臨床検査技士

［給与］前職を考慮の上、決定致します。
［待遇］各種社会保険完備

正社員・パート募集！！

■ホテル

時 900円以上♪（深夜1,125円）
アパ伊勢市村松町／清掃スタッフ

経 急

☎0596-38-1005［担当／杉本］
［応募］上記までお気軽にお電話下さい。

伊勢市村松町
内野4928ホテル サティス

900円以上♪
（深夜1,125円）
※研修期間有
★がんばり次第で時給UP♪

スタッフ募集!!

［時間］10：00～17：00（土・日のみ～週4日）

時 

給

職
種清掃スタッフ

未経験の方も大歓迎!!

20～50代の
男女スタッフ活躍中!

ベッドメイク、
浴室清掃（ ）

■食材販売・委託給食・調理師派遣

時 950円～ 980円
パ伊勢市小俣町／調理補助

［勤務地］伊勢市小俣町の福祉施設
［時　給］①980円  ②950円 
［時　間］①  5:30～  9:00
　　　　②14:30～18:30
［休　日］シフト制
［待　遇］制服貸与、交通費規定支給

☎0586-52-2370

愛知県一宮市
森本3-24-13株式会社みのり食材

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。（受付/9：00～17：00）

調理補助スタッフ募集
仕事内容 食材の温め、盛付、食器洗浄など

■訪問介護事業所

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

急

アパ 正

土日
入れる方
歓迎

生活援助

1,200円～
［資格］ホームヘルパー2級以上
［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。

☎0596-72-8301（担当／岩本まで）
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

正社員も募集しています

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!!

身体介護

1,500円～
＋処遇改善
加算

時
給

時
給

40代～60代も歓迎!
もう一度私達と輝きませんか?

1日働ける方優遇

■珈琲店

時 880円～1,000円
正アパ伊勢市内／ホール・キッチン

（1）楠 部 店（伊勢市楠部町字奥277）
（2）一之木店（伊勢市一之木5丁目）
※上記2店舗どちらかに勤務

勤
務
地

急

［時給］880円～1,000円 ※試用期間有
［時間］7：00～23：00内で4時間以上（時間応相談）
　　　★週3日～・1日4時間～OK
［待遇］深夜手当・早朝手当、休日手当等有り、
　　　社会保険有り（該当者）、正社員登用制度有り
正社員同時募集 ※詳細は面接時にて

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

コメダ珈琲2店舗合同募集!!!

☎0596-21-2888

（1）楠部店 （2）一之木店
（受付/（有）井上真珠 中北）
※平日17：00まで

※時間外（一之木店受付）
☎0596-23-2908

20～40代
の方活躍中!

Wワーク
もOK!!

フリーター
大歓迎

お得な
社員割引
有♪

主婦（夫）
歓迎！！


