
業　務▶ 再生資源物の収集・運搬業務
処　遇▶正職員（ただし試用期間3か月）
勤務地▶岩沼市内
給　与▶月給制：年齢及び技能・経験により処遇
　　　　（試用期間中の3か月間は、日給 7,500円）
待　遇▶(正職員)社会保険完備、賞与年2回
時　間▶8:30 ～ 17:00
資　格▶自動車運転免許
休　日▶土・日、年末・年始・夏季
応　募▶履歴書、面接は追って連絡
その他▶20代～30代が活躍している職場です
岩沼再生資源事業協同組合
〒989-2432 岩沼市中央四丁目12-16
☎0223-22-3474 担当／大田

正職員募集　安定した職場で、社会への貢献を！ 正
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伊藤建設株式会社
LIXILリフォームショップ伊藤建設
〒989-2433 岩沼市桜5丁目3-59
　  0120-915-700 採用担当

パ

業　務▶営業補助、情報誌の作成

勤務地▶岩沼市桜5丁目3-59

期　間▶1年毎更新

給　与▶時給900円～　　週3日程度（相談可）

待　遇▶ 車通勤可(交通費補助あり)

時　間▶8:30 ～ 17:30 の5時間程度

資　格▶パソコンの出来る方、普通自動車免許

休　日▶土・日・祝（会社カレンダーによる）

応　募▶電話連絡後、履歴書持参

面接日▶随時

その他▶未経験の方も丁寧に指導させて頂きます

業務拡張につきスタッフ募集！

有限会社 安島商店
〒989-2411 名取市字本郷焼野225-3
☎022-382-7260 　　　　　　  　　担当／高橋

正社員募集
業　務▶ 再生資源の運搬、積降ろし、選別、加工

勤務地▶名取市本郷字焼野225-3

給　与▶ 月給200,000円～ 250,000円　

　　　　（試用期間3ヶ月）　　

待　遇▶ 社会保険完備

　　　　賞与年2回

時　間▶8:00 ～ 17:00

資　格▶要普通自動車免許

　　　　（大型免許保持者・床上操作式クレーン免許保持者、

　　　　  経験者 給与優遇）

休　日▶日・祝・年末年始・お盆休み

応　募▶まずはお電話をください

　　　　履歴書（写貼）をご郵送ください

正

クリーニングママの店本社
〒989-2464 岩沼市三色吉字亀95-1
☎0223-22-5571 担当／角井・鈴木

パートさん募集！
パ

勤務地▶①本社工場（岩沼市）
　　　　②桑原工場（岩沼市）
　　　　③フレスコ山下駅前店（山元町）
業　務▶ ①ルート配送、軽作業
　　　　②受付　
　　　　③受付
期　間▶長期
給　与▶①配送／時給900円　軽作業／時給800円
　　　　②受付／時給800円／（日祝）820円
　　　　③受付／時給810円／（日祝）830円
時　間▶①8:30 ～ 16:00
　　　　②（早）  9:30～14:00　（遅）14:00～19:00
　　　　③（早）10:00～14:30　（遅）14:30～19:00
休　日▶シフト制
資　格▶ 未経験の方も歓迎します
応　募▶お電話下さい

募集

てんかん専門病院ベーテルてんかん専門病院ベーテル
〒989-2455 岩沼市北長谷畑向山南27-4〒989-2455 岩沼市北長谷畑向山南27-4

0223-24-12110223-24-1211

自分らしく生きたいと願う方々と共に歩む病院です。
多面的チームアプローチで医療・ケアを展開します。
応 募▶電話連絡の上、後日面接　担当／海野（ウンノ）応 募▶電話連絡の上、後日面接　担当／海野（ウンノ）

看護師

自分らしく生きたいと願う方々と共に歩む病院です。

看護師
臨床検査技師

  1992

EPLS

  2018

PSE 2019-1 Praktisch Seminarie Epileptologie 第 3 回 

EPLS- 春季　第 28 回 2019 仙台てんかん医学市民講座 

Speak Out 2019-1

　１　てんかんの病歴を取る　　　　　  小島奈穂美

　２　てんかんの診断のための検査　　  笠原　秀敏

　３　てんかんの神経発達心理検査　　  阿部　佑磨

　４　てんかんと栄養管理　　　　　　  勝山　祥子

2019 年　6月 1日（土）　13：00

仙台国際センター 2 階 萩 入場無料、予約不要

連絡先：カーレ仙台（CARE-Sendai) 
Concerted Action and Research in Epilepsy-Sendai

( 旧 ) てんかん情報・相談センター仙台

代表 海野美千代（岩沼市北長谷ベーテル内）

(e-mail) ten-joho@cello.ocn.ne.jp

(tel)  0223-24-1362

(fax) 0223-24-2265

まずは聴く、何よりご本人から
てんかん市民体験発表

基礎から学べるてんかん教室

連続講義

　　　　１　てんかんの看護（第 15 回）　　   海野美千代

　　　　２　小児てんかん（第 1 回）　　　　  荒谷　菜海　　　　

　　　　３　てんかんの外科（第４回）　　　　大槻　泰介

　　　　４　てんかんの薬物治療（第 27 回）　曾我　孝志

てんかんのはなし

もっとただしく、もっとくわしく

Ⅲ

PSE

基礎から学べるてんかん教室
PSE 2019-1Praktisch Seminarie Epileptologie 第 3回
  1. てんかんの病歴を取る　　　　　 　小島奈穂美
  2. てんかんの診断のための検査　　 　笠原　秀敏
  3. てんかんの神経発達心理検査　　 　阿部　佑磨
  4. てんかんと栄養管理　　　　　　 　勝山　祥子
連続講義
  1. てんかんの看護（第 15回）　　　　海野美千代
  2. 小児てんかん（第 1回）　　　　 　 荒谷　菜海
  3. てんかんの外科（第 4回）　　　 　 大槻　泰介
  4. てんかんの薬物治療（第 27回）　　曾我　孝志

イオンディライト株式会社
〒981-1224名取市杜せきのした5-3-1イオンモール名取店内
☎022-382-8809 担当／沼田・斎藤

イオンモール名取
クリーンキーパー募集

パ

業　務▶ショッピングモールの美観維持（クリンネス）
給　与▶時給880円　　　
待　遇▶ 交通費２km以上支給
　　　　（上限２万円迄）
　　　　車通勤可（規定による）
　　　　制服貸与、有給休暇有
時　間▶・ 6:30 ～ 10:00（開店前清掃）
　　　　・ 21:00 ～ 0:00（閉店後清掃）
　　　　・ 17:00 ～ 21:00（巡回清掃）
　　　　・ 8:00 ～ 17:00 ／ 13:00 ～ 22:00
　　　　　（両方の時間帯勤務可能な方）
資　格▶※長期可能な方大歓迎。
　　　　※やる気があれば未経験者もOK。
休　日▶ 勤務スケジュールによる（シフト制）
応　募▶勤務時間や勤務日数など、自分に合った働き方も
　　　　可能です（相談）
　　　　＊履歴書郵送のうえ面接日をご連絡致します。
　　　　※お問い合わせ時間　11:00 ～ 15:00
その他▶お客様が快適にショッピング出来るように館内
　　　　の美観維持（清掃）を行う職種です。初めての
　　　　方も安心して働ける職場です。

株式会社 大湧工業
〒981-1224 名取市増田9丁目4-3
☎022-384-5016 　　　　　担当／大泉・木村

正社員（配管工）募集！ 正

業　務▶ 給排水工事全般

勤務地▶名取市近辺

期　間▶3ヵ月試用期間あり　　

給　与▶ 日給7,000円～（見習期間）　

　　　　月給150,000円～250,000円（年齢・経験による）

備　考▶ 家族手当、資格手当、通勤手当、役職手当

待　遇▶ 社保完備、退職金制度、作業服貸与

時　間▶8:00 ～ 17:30（休憩2h）

資　格▶運転免許（MT車）、未経験者歓迎

休　日▶日・祝日・第2土曜日、年末年始、夏季休暇

応　募▶履歴書を郵送のうえ面接日をご連絡致します。

その他▶有名ハウスメーカーや名取市の仕事を手がけて

　　　　います。明るくやる気のある方歓迎

スクールＩＥ 岩沼校
〒989-2432 岩沼市中央一丁目2-12
☎0223-25-3637 担当／教室長 大友

業　務▶ 個別指導の塾講師［教える生徒は1人または2人の授業です］
勤務地▶岩沼市中央一丁目2-12［スクールＩＥ 岩沼校］
給　与▶時給1,200円［授業1コマ（90分）1,800円］
待　遇▶交通費実費支給
時　間▶①16:20～17:50②17:55～19:25③19:30～21:00
　　　　④土曜日のみ 13:00～14:30  14:40～16:10
休　日▶日曜・祝日　月～土は希望シフト制
応　募▶メールまたは電話にてお問い合わせ下さい
　　　　E-mail ／ schoolieiwanuma@yahoo.co.jp

“やる気スイッチ先生”募集中!! パ

エフエムいわぬま
〒989-2464 岩沼市三色吉字雷神7-1
☎0223-23-5080 担当／採用担当

業　務▶岩沼市及び近郊での営業
勤務地▶岩沼市三色吉字雷神7-1
給　与▶月給180,000 ～ 250,000円　
　　　　※試用期間あり　
待　遇▶雇用・労災・健康・厚生加入
時　間▶8:30～17:30  
休　日▶土・日・祝日
応　募▶お問合せ下さい

営業職員募集 正

株式会社  結　結ヘルパーステーション
〒989-2434 岩沼市藤浪一丁目3-49
☎0223-35-6574 担当／加茂

ヘルパー募集！ パ
業　務▶ヘルパー
給　与▶時給1,400円～
待　遇▶移動手当（1箇所100円）、通勤手当（当社規定による）
　　　　勤務時間により各種保険、有給有り
時　間▶8:00 ～18:00（シフトによります） 
資　格▶ヘルパー2級以上　年齢不問　
　　　　土日勤務可能な方（月2回程度）
休　日▶シフトによる
応　募▶まずはお電話ください
面　接▶随時

☎0224-51-9072　柴田郡大河原町字土手崎1-5
■定休日／不定休　■駐車場／４台
■無料体験あります（４回）　
■URL ／ http://kazenoko-zyuku.sakura.ne.jp/ky

【対象学年】　【受  講  料】　　【授業回数】　【内　容】
家庭的な学習空間でお勉強を !!

学習クラブ かぜのこ
大河原

学習塾

※入会金10,000円（入会時）少人数制（３～４人）のグループ指導

小学生の部
（小４～小６）   4,500円／月～ 週１回

（月４回）～
国語
算数

中学生の部
（中１～中３） 15,000円／月～ 週１回

（月８回）～ ５教科

☎0224-57-1721　柴田郡柴田町船岡東2丁目4-7
megumi music studio　
■URL／ https://ameblo.jp/megumi-music-school/
■E-mail ／ megumi.music-school@orange.plala.or.jp

【レッスン料】
　初回登録料　 1,000円
　１レッスン　  1,000円
　　　　   　（1レッスン制）
【指　導】　大森　　恵

【レッスン日】 
　月１回土曜日
　平日　午前中
【定休日】
　日・祝日

リトミック教室 あんだんて
柴田

リトミック

1 レッスン制だから都合の良い時だけ参加OK！

☎080-1800-0311　柴田郡大河原町字西桜町14-6
■定休日／日・祝日 　■駐車場／２台
■5月まで“春のご入会キャンペーン”（入会金無料）行っています　
■URL／ https://きらり音楽教室.com  詳しくはブログをご覧下さい

【育脳ピアノ】
まったく新しい“育脳”ピアノ
レッスンです。
2歳児さん～ 5・6歳児さん
【エレクトーン・ピアノ】
2歳児さん～大人の方

【レッスン】 
火・水・木・土曜日
回数：年間42回（月3～4回）
【入会金】2,000円（税込）

育脳ピアノレッスン・ピアノdeクボタメソッド。仙南唯一の認定教室です。

きらりエレクトーン・ピアノ教室 大河原
エレクトーン・ピアノ・育脳ピアノ（ピアノdeクボタメソッド）・リトミックピアノ／

エレクトーン

☎090-3645-9221  佐藤まで
名取市植松4-16-42
■E-mail ／ toshinkanjapan＠gmail.com

【練習日】毎週火・木曜日　17：30 ～19：00
【場　所】火曜日　岩沼市農村環境改善センター（岩沼市北長谷）
　　　　  木曜日　岩沼西小体育館（岩沼市松ケ丘）

見学・体験随時OK!
入会者には道着を無料で差し上げます！

幼児から中学生まで会員募集中！

岩沼西空手教室
岩沼

空手道

☎080-1828-8570　☎0224-53-5000
柴田郡大河原町字中島町
■E-mail ／ k-endo@swan.ocn.ne.jp

年長さんから大人まで、無限の可能性を開花させましょう！

宮城大河原道院拳友会少林寺拳法
大河原

健 康 増 進・ 精 神 修 養・ 護 身 練 胆

【けいこ日】週２回
  （水）19：00～20：30（小学生まで）
  　　19：00～21：00（中学生以上）
  （土）14：00～16：00
   ◎習字もお稽古しています。

【会　費】
  入門費　3,000円
 （入門時のみ）

  年会費　7,000円
  月会費　4,000円

リトミック

☎022-383-6351　名取市増田6-1-13
■定休日／日・月・月末 ■駐車場／ 10台　
■ヒューマンアカデミーロボット教室併設
■URL ／ https://ｗｗｗ.natoripc.com

【対象】小学3年生～
【月会費（税抜）】
　入会金／10,000円
　月会費／　7,000円

【おけいこ日】 各月2回
（火） 17:00 ～18:00
（水） 17:00 ～18:00
（木） 17:00 ～18:00
（金） 17:00 ～18:00

小学生から始めるプログラミング

ゆっくりたのしくパソコン教室 名取
ジュニアプログラミングパソコン

☎022-395-8104　柴田郡柴田町船岡中央1丁目2-5
■定休日／日・月・祝日 
■URL ／ http://sakura8shodou.web.fc2.com/

【入会金】無料
【月会費】
　小・中　3,500円
　高・大　4,000円
　一   般　4,500円
　65歳以上　 3,500円

【おけいこ日】
（火）14:00～17:00
（水）（金）15:00～18:30
（木）9:00～12:00 15:00～19:00
（土）9:00～12:00 

さくら書道教室
図南書道会の認定教室習　字

無料体験実施中！

柴田

♪基礎からじっくりと、又ひきたい曲など幅広く指導
　します
♪週1回（月4回）6,000円（入会金3,000円）
☆講師：富岡裕美（国立音楽大学卒）

たのしく　ていねいに　レッスンします！

リーベ音楽教室 愛の杜 
3才から大人の方までどなたでもピアノ

☎022-398-3264　名取市愛の杜2丁目16-6
■定休日／日曜日 
■駐車場／ 4台　
■詳しくはお電話下さい

名取

☎0224-53-1730　柴田郡大河原町大谷字鷺沼入26-11
■定休日／月・水 
■駐車場／８台　
■E-mail ／ a.icoco32325@gmail.com

【おけいこ日】 週４回　小・中学生
（火・木）18:00 ～21:00
（土・日）9:00 ～12:00
◎高校生・大学生・一般も大歓迎です！
【月会費】4,000円（同家族２人目から1,500円）

「礼に始まり礼に終わる」礼儀を重んじ、心身を鍛える！

雄飛館大野道場
大河原

剣　道

☎022-384-7858　名取市植松4-16-42
■定休日／日曜日 
■駐車場／６台　
■URL ／ http://ｗｗｗ.hiro-balletact.jp

【入 会 金】5,000円
【月 会 費】ビギナークラス
　　　　　  4,500円／月～
【後援会費】1,000円／月
　　　　     全て税込みです

【レッスン日】 
月・水・木・土曜日
詳しいレッスン時間は下
記HPまで。フェイスブッ
クもやってます♪

名取文化会館で毎年発表会しています。

裕バレエアクト 名取
年少さんから大人の方までバレエ

☎0224-55-4545　柴田郡柴田町西船迫2-3-22
■駐車場／なし
■URL ／ http://petons.jp/

【入 会 金】   10,000円
【月　  謝】   12,000円
　　　　　  

バレエを通して心身共に自由な人間に育つことを
願っています。
　　　　　  

【レッスン日】 
　平均月３週
　時間等お問合せ下さい

自由な心と体を育む

大宮バレエ教室
柴田

バレエ

☎0224-53-4816　
■柴田郡大河原町金ヶ瀬字町178-1 
　永澤針灸整骨院（内）
■URL ／ http://gojukai-miyagi.jp

【稽古時間】18:30 ～20:30　【月会費（税込）】5,000円

◎見学・体験可、何度でも無料です！

強さは、やさしさ。心鍛え、心得る。

永澤道場
全日本空手道連盟・剛柔会空手道

▼大河原町 ▼山元町
（月）大河原中学校（桜武館） （火）山下中学校（武道館）
（木）はねっこアリーナ（柔剣道場） （水）体育文化センター
（金）大河原中学校（桜武館） （金）〃

大河原 山元

☎0224-52-1113　柴田郡大河原町字新東36-1
■定休日／日曜日 ■駐車場／ 50台
■URL ／ｗｗｗ.puresports.co.jp/sennan

ベビーから高齢者まで。楽しいクラブＮＯ．１

ピュアスポーツ仙南スイミング
大河原

スイミング

【日曜一般開放】
９：00～13：00
料金200円（３歳以下無料）
６／２・ ９・16・23・30
７／７・14・28
８／４・18・25
９／１・ ８・15・22

【入会金】  5,140円～
【年会費】  4,110円
【月会費】  6,480円～
（表示価格は全て税込み）

☎050-5849-3201　亘理郡亘理町字舘南44-3
■駐車場／あり　■詳しくはお問い合わせ下さい

５月生募集中！
「英語で深く思考できる力」を育てるカリキュラム
1.子どもの特性を活かしたアクティブなレッスン
2.「考え、話し、創造する」レッスンのCLIL（クリル）を採用
3.学習効果がより高まる「指導用タブレット」

ECCジュニアで英語を学ぼう！

ECCジュニア 舘南教室
「考える力」を伸ばす英語学習英会話

亘理

検索ECCジュニア舘南教室 

新しいことを始めよう !

習い事特集

新学期

株式会社 ひよこ会／特定非営利活動法人 ひよこ会
〒989-2432 岩沼市中央3-2-3　森川ビル3階
☎ 0223-23-1255 担当／総務 採用担当

正

業　務▶ 0歳～未就学児の保育
勤務地▶岩沼・名取・仙台
給　与▶月給 190,850円～ 250,000円（四大卒の場合）
　　　　※試用期間3ヶ月（期間中変動なし）
待　遇▶ 社保完備、車通勤可
　　　　（交通費規定内支給、有料駐車場有）
　　　　育児短時間制度
　　　　グループ内施設利用補助（美容室・カフェ）
　　　　その他各種祝い金あり
時　間▶7:00 ～ 20:00間の8時間
　　　　（シフト制／週40時間の変形労働制）
資　格▶保育士資格
休　日▶日、祝、その他
　　　　夏季休暇、年末年始休暇あり
応　募▶電話、メール、当社HPよりお問い合わせください
面接日▶随時行います
E-mail ／ info@hiyoko-kai.com

名取新園オープニングスタッフ
保育士“正社員”募集！

担当／佐藤学校法人清泉学園 ゆりかご認定こども園

外国人と楽しく
働きませんか！

業　務▶ 用務事務兼バス運転手（正社員・パート）
給　与▶ 正社員　月給180,000円～ 200,000円
　　　　幼稚園教諭又は保育士免許おもちの方は保育士給料と同じ
　　　　パート　時給1,200円～
時　間▶ 正社員　7:00 ～ 16:00 （又はシフト制）休憩1H

業　務▶ 保育教諭（正社員）
給　与▶ 短 大 卒　月給200,000円　3年専科卒　月給210,000円
　　　　4年大卒　月給220,000円
時　間▶ 7:00 ～ 19:00（シフト制）8H労働 休憩1H
・勤務時間相談可能
・園の5km圏内でアパートを借りる方、家賃半額支給（上限70,000円の家賃）
・試用期間後に支度金100,000円（派遣・紹介以外の方）
・ボーナス年2回（2年目の更新時・その他でボーナス有り）
・有給休暇有。仕事持ち帰りなし。

業　務▶ 保育教諭（パート）
給　与▶ 時給　1,300円～
時　間▶ 早　番　  7:00 ～ 10:30/12:00/13:00
　　　　遅　番　15:00/14:00/13:00～ 19:00（週4日以上）
　　　　土曜番  　7:00 ～ 18:00 （時間応相談）

共通事項
待　遇▶ 交通費支給２万まで・英語が話せる保育教諭は２万アップ
資　格▶ 年齢不問、保育士資格または幼稚園教諭免許をお持ちの方
　　　　バス運転手　大型免許お持ちの方

休　日▶ 年間休日120日
応　募▶お電話の上、履歴書持参

〒981-1102 仙台市太白区袋原6丁目6-10　☎ 022-241-1453　FAX 022-398-3735

英語に特化したプリミアクラスがあります。
（外国人と日本人の２人担任制）
保育士資格又は幼稚園教諭免許いずれかでOK

未経験者大歓迎！
土日祝日休み&短時間勤務

パ

業　務▶工場内において機械で廃電線の皮を剥く仕事です

勤務地▶岩沼市

給　与▶時給880円

待　遇▶交通費支給、制服貸与、車通勤可能

　　　　※試用期間1ヶ月有り（期間中給与変動なし）

時　間▶8:30 ～ 15:00の間（実働5.5ｈ）

資　格▶未経験者大歓迎、男女・年齢不問

休　日▶土・日・祝日・年末年始・お盆休暇有

　　　　※他希望休などもお気軽にご相談下さい

応　募▶まずはお気軽にお問い合せ下さい

　　　　webからも簡単に応募できます

面接日▶随時

ＵＲＬ▶http://www.etizen-s.co.jp/

有限会社 越前商店
〒989-2454 岩沼市南長谷字原西61-6
☎0223-24-3553　　　　　　　　　担当／越前

金属資源リサイクル業

大昭和ユニボード株式会社
〒989-2437 岩沼市字吹上西111
☎0223-22-1522 担当／千葉

契約社員、パートさん募集 パ契

日本製紙グループ

業　務▶① 製品検査
　　　　②紙の検査
　　　　※ボイラー、リフト経験者は選考優遇します
勤務地▶岩沼市字吹上西111（車通勤可、無料駐車場有り）
　　　　転勤ナシ
給　与▶①契約社員　月給185,000円～（各種手当込み）
　　　　②パート　時給810円
待　遇▶＜共通＞昇給有、制服貸与、社会保険加入　
　　　　①賞与有 各種手当（交替勤務、深夜、住宅、家族、通勤）
　　　　②通勤手当
時　間▶①交替勤務（週替わり）
　　　　　8:00 ～ 16:00 ／ 16:00 ～ 0:00 ／ 0:00 ～ 8:00
　　　　②日勤（勤務日応相談）
　　　　　8:00 ～ 16:30
休　日▶日曜日、他（会社カレンダー）
応　募▶まずはお電話ください
その他▶正社員登用実績多数

牛たん たんとろ
〒989-2421 岩沼市下野郷字新関迎一番地
☎0223-22-3204 担当／吉田

業　務▶ホール
勤務地▶岩沼市下野郷字新関迎一番地
給　与▶時給900円 ～
待　遇▶交通費支給
時　間▶10:00～16:00 
　　　　17:00～20:00（※時間・日数等応相談）
資　格▶未経験者歓迎
休　日▶要相談
応　募▶お気軽にお電話ください

パートさん募集！（正社員同時募集中）パ

合同会社グッジャルモーター
〒989-2423 岩沼市押分字南谷地73番地の2
☎0223-23-0677 担当／後藤

業　務▶輸出書類の作成、一般事務
勤務地▶岩沼市押分字南谷地73番地の2
期　間▶定めなし
給　与▶時給900円～
待　遇▶車通勤可　交通費支給（毎月5,000円まで)
時　間▶10:00 ～ 15:00　（4時間程度、相談可）
資　格▶パソコン出来る方
休　日▶土、日、祝日
応　募▶電話連絡後、履歴書持参
その他▶家庭的な小さな事業所です
　　　　書類作成も難しい仕事ではありません

パート事務員募集 パ

株式会社ダイチ
〒989-2461 岩沼市長岡字台4-1
☎0223-24-1628 担当／菊地

業　務▶電気工事全般（配電線工事、ビル・プラント等の配線工事）
勤務地▶宮城県内の現場（社有車で移動）
給　与▶月給180,000 ～ 300,000円
待　遇▶社保、制服貸与、賞与、交通費支給（規定内）
時　間▶①8:00～17:00　②21:30～5:00（部門による）
資　格▶自動車運転免許（MT車）
休　日▶日・祝・第2第4土曜、年末年始、GW、お盆
応　募▶お気軽にお電話ください
その他▶面接と同時に見学も可能です
　　　　有名な電気工事会社の協力会社で、教育等
　　　　充実していますので未経験者でも安心です

電気工事士（見習可）募集 正

医療法人おおぬま小児科
〒989-1756 柴田町槻木上町1-1-51
☎0224-87-7561 担当／預幡（あずはた）

業　務▶院内での看護業務全般
勤務地▶柴田町
給　与▶月給210,000 ～ 250,000円
　　　　（賞与/年2回）　 
待　遇▶ 退職金共済加入、社会保険完備
　　　　通勤手当、昇給あり
時　間▶ 月・火・木・金　8:00～18:00
　　　　　　　　　　（休憩時間/120分）
　　　　水・土　8:00～12:30
　　　　※若干の勤務時間の変更も相談
　　　　　のうえ可能です
資　格▶正・准看護師
休　日▶日曜、祝日
応　募▶お気軽にお電話下さい（電話連絡の上後日面談）
面接日▶随時
その他▶ブランクのある方や小児科未経験の方でも安心
　　　　して働けます

看護師募集（正職員）
正

千円ヘアカット
〒989-1217 柴田郡大河原町字錦町6-1
☎・FAX 0224-53-2132 担当／眞壁

業　務▶理容師、美容師
　　　　顧客の注文に応じ、カットだけ、洗髪だけ、顔そり
　　　　だけ、白髪染めだけ、と限定メニューで施術
勤務地▶大河原、その他
給　与▶時給800円～
資　格▶理容師、美容師免許
待　遇▶交通費支給（毎月5,000円まで）、マイカー通勤可、
　　　　雇用・労災保険加入、年次有給休暇あり、兼業可
時　間▶①7:00～11:00 ②11:00～15:00 ③15:00～19:00
休　日▶週休二日制、土日祝日勤務できる方歓迎
応　募▶履歴書（写真貼付）、理容師又は美容師免許証のコピーを送付ください

パート募集！60歳以上の方歓迎！（省令3号の二）パ

PRESENT今月の
プレゼント

思わず欲しくなる?!

※官製はがきの郵便料金は62円ですのでご注意願います。

※お寄せいただいた感想などは紙面に掲載させていただく場合があります

ハガキ・FAX・メールにて住所、氏名、年齢、職業、
連絡先、今号でよかった内容とその理由、プレゼン
ト希望の旨を明記のうえご応募下さい。
【ハ ガ キ】  〒989-2434 岩沼市藤浪１丁目４-35 

「○月号プレゼント係」（6月3日消印有効）
【F A X】 0223-29-2858
【メ ー ル】  com-i@kunii-print.com 

※件名に「○月号プレゼント希望」と入れて下さい。
【発 表】 2019年6月10日に弊社HPにて発表いたします。

応募方法

北欧調おしゃれ掛け時計
【サイズ】12インチ
（約）H 29cm x W 29cm x D 5mm
【重量】約 500g ・フレームが無
いことで圧迫感が無く、壁に飾っ
た時には隙間から壁紙が
覗き、お部屋に溶け込み
ます。連続秒針の静音仕
様で、とても静かです。

1名様
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味ざんまい

幸楽苑

中学校

亘理町中泉

亘理町田沢

HERE!

〒989-2382 
宮城県亘理郡亘理町逢隈下郡横捲 105-4

の旗が目印
STAND BY HOME

アクセス
自分らしい暮らしを
シンプルで美しい平屋で

【お問合わせ】

株式会社 佐善工務店
0120-284-104

新モデルハウス
建築中！
スタッフ募集！
一緒に働きませんか？

モデルハウス
見学予約も
☝の電話番号へ！

求人広告掲載料金新価格
になりました！

コネクト（コネクトは４エリア全てに入ります）
価　格（１ヶ月） ※税別途

※料金等について詳しくはお問い合わせください。

フ　リ　ー
1回 2ヶ月連続  3 ヶ月連続

1 枠
（67× 46 mm） 25,000円 23,000円 20,000円

2 枠
（138 × 46 mm） 45,000円 42,000円 38,000円

4 枠
（138 × 97.5 mm） 60,000円 53,000円 50,000円

6 枠
（138 × 148.5 mm） 80,000円 75,000円 68,000円

8 枠
（287× 97.5 mm） 95,000円 89,000円 80,000円

定　型
1回 2ヶ月連続  3 ヶ月連続

1 枠
（67× 46 mm） 20,000円 18,000円 15,000円

2 枠
（138 × 46 mm） 36,000円 33,000円 28,000円

平成から令和へ
みんな

夢に向かって
羽ばたこうニャモ！


