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神戸市北区

臨

子どもたちと一緒に楽しく過ごしませんか？

児童館指導員 日給/8,650円〜 ※経験年数による

応募/まずはお気軽にお電話ください。

078-986-1639（担当/久後・田中）

〒651-1511 神戸市北区長尾町宅原130

神姫バス
「大江橋」
バス停から徒歩 1 分

正パ

神戸市北区

新しい環境で心機一転始めませんか？
ブランクのある方大歓迎♪

介護職 員

☆未経験・無資格OK！

【正職員】
月給/ 182,000 円〜

勤務 /（早出）7：30〜16：30（日勤）9：00〜18：00
※シフト制、1.5h 休憩有 ※パートは時間・曜日応相談
休日 /【正】月 9 日
待遇 /【正】昇給年 1 回、賞与年 2 回、各社保有、退職金制度有
【共通】交通費支給、車通勤可、制服貸与、院内禁煙
応募 / 履歴書（写貼）を下記までご郵送ください。追ってご連絡いたします。
※詳細は面談にて

介護病棟 19 床

福山診療所 介護医療院
078-952-2820（担当 / 森下）

神鉄「田尾寺」駅から車で5分

〒651-1306 神戸市北区菖蒲が丘1-14-1（北神星和台 西山小学校前）
西宮市山口町

パア

Happyに包まれた時間を作りあげるお仕事♪
未経験でも丁寧な研修があり安心です!!

①披露宴配膳スタッフ
②フロント受付案内
③挙式アテンド業務

一生に一度の特別な日に立
ち会え、
いつも新鮮な気持
ちで働けます。
接客マナー
も身につきますよ♪
最初は緊張もしますが、
笑顔で喜んでいただ
けるとこちらもHappy
な気持ちに♪

時給/928円〜 1,000円以上

勤務 /8：30〜19：00（シフト制）
☆週 1 回、1 日 3h〜OK 時間応相談
待遇 / 昇給年 2 回、交通費規定支給、
車・バイク通勤可
応募 /まずは、
お電話又はメールにて
ご連絡ください。
tsurifune@sunpalace-rokkoh.jp

時給/1,100 円〜 ※②③は要普免

078-982-8079

三田市・他

最寄駅/神鉄
「二郎」
駅、
「田尾寺」
駅

ア

交通誘導警備
日勤/ 8,000 円〜

年令・経験不問

急募

夜勤/ 9,500 円〜

※試用期間 3カ月 日勤 /7,500 円

※試用期間 3カ月 夜勤 /9,000 円

勤務 /8：00〜17：00( 休憩有 )

勤務 /21：00〜翌 6：00( 休憩有 )

先輩と2人1組の勤務で未経験でも安心！
！有資格者優遇

0798-31-1900

西宮市山口町下山口2-4-3［営業時間］11：00〜19：00 ☆水曜定休

パア

清掃スタッフ ☆週2〜5日相談OK♪
① 時給/ 1,000円 マイペースで作業できます♪
月収例 / 6万円 ※1日5時間、週3日（月12日）勤務の場合
内容 / 旅館でのベットメイクや客室清掃など
勤務地 / 有馬温泉の旅館 ◎こぢんまりとした人気宿です♪
神戸市北区有馬町（神鉄「有馬温泉駅」
から徒歩 9 分）
勤務 /9：15〜15：00
（休憩 45 分）◎車通勤 OK

② 時給/ 950円 夕方のみ♪短時間で稼げる
おトクなバイトです♪

内容 /ビル共用部やトイレ清掃（男子・女子トイレあり）
勤務地 /オフィスビル ◎とても綺麗な施設です♪
神戸市北区藤原台北町 2（神鉄「岡場駅」
から徒歩 10 分）
勤務 /17：30〜20：30（休憩なし）
休日 / 土・日・祝

総合建物管理業

新光明飾株式会社

078-382-1136（担当 / 採用係）

神戸市中央区栄町通5-1-18

③看護師 外来検査部門

理学療法士業務全般
勤務/8：30〜16：30
（休憩45分）

経験年数
日給/ 7,780 円 経験年数
1年未満 〜9,910 円 25年以上

基本年収2,378,925円〜3,029,310円 ※週5日勤務の場合

賞与（年2回）208,463円〜265,455円/回

（※週5日勤務の場合。採用日により、当院規定の減額有）

☆週 1 日（水曜のみ）も別途募集中

診察の補助全般・診察室内の環境整備・その他診療に係る業務
勤務/8：30〜16：30
（休憩45分）

日給/ 6,930 円

当院での
経験年数
1年未満

〜7,780 円

内視鏡室・カテーテル室等
勤務/8：30〜16：30
（休憩45分）休日/土日祝

経験年数
日給/ 9,010 円 経験年数
1年未満 〜11,170 円 25年以上

当院での
経験年数
15年以上

賞与（年2回）241,358円〜299,115円/回

（※週5日勤務の場合。採用日により、当院規定の減額有）

④看護師 救急外来夜勤専従

夜勤1回/ 30,710 円 1年未満 〜35,120 円 25年以上
経験年数

（※週5日勤務の場合。採用日により、当院規定の減額有）

経験年数

丹波篠山市

正パ

アットホームな職場です !!
経験のある方も未経験の方も大歓迎 !!

①夜勤介護職員

急募! ☆資格不問

【パート】給与（1勤務）/ 20,000 円

☆無資格の方も OK!

【パート】時給/（ 介護福祉士）1,250 円〜
☆資格不問 （初任者研修およびヘルパー2級）1,150 円〜
（資格無し）1,130 円〜
※一律処遇改善加算 1h200 円以上込

勤務 /7：00〜21：00 の間で週 2 回〜、1 日 4h〜で応相談

③看護師・准看護師 ☆経験・資格等考慮のうえ優遇

【正職員】月給/（正）280,000円〜（准）250,000円〜
勤務 /8：30〜17：30 ※シフト制（週 40h）休日 / 月 8 回

【パート】時給/（ 正）1,400 円〜（准）1,300 円〜
勤務 /8：30〜17：30 の間で 2h〜応相談 ※週 1 回〜

すみよし
すみよし
のぞみ
のぞみ
勤務地 ゆとりの家
（篠山市住吉台 105）
（（篠山市乾新町
丹波篠山市乾新町63番地1
63 番地 1）
）
（下記住所） （丹波篠山市住吉台105）
応募 /まずはお気軽にお電話ください。
介護事業

株式会社 ゆとり

◎入社日相談応じます !!

※給与は年齢・経験を考慮のうえ優遇

090-3465-9902 ( 担当 / 吉田 )
丹波篠山市住吉台 56 番地 3 ☆敷地内禁煙
神戸市北区

パ ア

自然と関わり合い育ち合える保育を行っています。
フレッシュな仲間と一緒に和気あいあいと働きませんか？

勤務 （
/ 通常勤務）
13：00〜19：00迄の間で 4〜6時間
（小学校休業日等）8：00〜19：00迄の間で5時間
休日 / 日・祝・年末年始、希望シフト制
待遇 / 交通費支給、車通勤可
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

働きながらの資格取得を応援します !!
長期間の就労が可能な方歓迎♪
明るく元気！健康で工作や運動の得意な方♪
あなたの力を子どもたちの成長に役立てませんか。

神戸市立 鹿の子台児童館

078-220-4565

基本年収2,556,435円〜3,026,400円 ※月8回勤務の場合

（担当/下野・今北）最寄駅
〒651-1513 神戸市北区鹿の子台北町6-34-3 神鉄「道場南口」駅

賞与（年2回）224,018円〜299,115円/回

神戸市北区

（※月8回勤務の場合。採用日により、当院規定の減額有）

待遇 / 賞与有（2.55カ月/年）、各社保完備（週20 時間以上で加入）
労災保険、通勤手当規定支給、車通勤可（別途駐車場代負担あり）、
各種休暇（有給・忌引・夏季・看護）
応募 / 履歴書、資格証（写）を郵送又は持参ください。履歴書受付後、
面接日時を連絡します（選考方法 / 個別面接）

共通事項

賞与（年2回）185,768円〜208,463 円/回

［勤務地］
三田市東本庄南2037-1
（四ツ辻郵便局ちかく）

子どもたちの放課後の時間を
一緒に楽しんでください♪
ブランクのある方、
未経験の方も OK♪大歓迎♪

基本年収 2,754,315円〜3,413,430円 ※週5日勤務の場合

基本年収2,119,935円〜2,378,925円 ※週5日勤務の場合

地 域医療支援病院

☆週 4〜5 日
☆手術室も募集中

（要相談）
勤務/16：00〜翌9：00
（休憩90分）☆原則月 5 回以上

②診察補助 ☆週 5 日 ☆資格不要

JR「相野」駅
から車で 5 分

◎週3〜5日の勤務♪

パ

☆週 5 日

ジョイント
072-339-1611 ( 担当 /タナカ )
株式会社

放課後児童支援員（補助員）
経験
時給/ 1,000 円〜（試用期間有）
不問

慣れるまで丁寧に指導いたしますので
ご安心ください♪

会計年度任用職員
（パート）
職員各若干名募集！
！経験を活かして働けます!! 採用日等ご相談ください♪

①理学療法士

待遇 /［正］社保完備、
［パ・ア］雇用・労災保険、[共通 ]昇給有、賞与有、
交通費規定支給、車・バイク通勤可、屋内禁煙
休日 / 土、
日、祝、年末年始、夏季休暇、GWカレンダー通り
応募 / お電話の上、履歴書（写貼）持参ください。

※一律処遇改善加算 20,000 円以上込

待遇 / 賞与有、交通費全額支給、
制服貸与
応募 / お電話にてご応募ください。

0120-380-465 (担当/谷口・釣舩)

勤務 /［正］8：30〜17：30（休憩有）
［パ・ア］8：30〜17：30までの内 5h 程度（休憩有）※週 4日程度※3 ヶ月更新

勤務 /24h 内でシフト制（週 40h）休日 / 月 8 回（事業所カレンダーによる）

スタッフ増 員につき大 募 集！
！
年 金 受 給 者 大 歓 迎 ♪夕方 の みでもO K！
！

つりふね

【パート・アルバイト】時給/ 950 円〜 ☆扶養内勤務 OK♪

急募! ☆資格保有者、経験者優遇
【正職員】月給/ 225,000 円〜 275,000 円

西宮市甲陽園西山町5-5

創業昭和 26 年

【正社員】給与/ 195,000 円〜 220,000 円

②介護職員

うれしい
賞与あり

未経験者OK

内容 / 冷蔵冷凍庫内での冷凍弁当の梱包及びピッキング作業

勤務 /17：00〜翌 9：00 ※勤務日数応相談

株式会社オーエスピー
神戸市北区

お弁当の梱包＆ピッキング

勤務 /［正］8：30〜17：30（休憩有）
［パ・ア］8：30〜17：30
（休憩有）※3 ヶ月更新

長期・安定♪男女活躍中♪仕事量は年間通して安定しています
平日のみ・土日のみOK♪ 週2日〜相談可♪

サンパレス六甲

三田市

未経験者
大歓迎♪
男女不問♪

神戸市北区有野町二郎686-5

正

自社通販サイトNEWオープンのため募集♪

事務員 内容 / 伝票入力・メール対応・電話対応等 ◎PC 操作できる方
【正社員】給与/ 185,000 円〜 200,000 円
【パート・アルバイト】時給/ 1,100 円 ☆未経験 OK♪

勤務 /①4：30〜8：30 ②9：00〜15：00 ③9：00〜16：30
待遇 / 車通勤可、制服貸与、手当有
応募 /まずはお電話ください。
（15：00〜受付）

待遇 / 社会保険完備、制服貸与、寮有り
各種手当有り、車・バイク通勤可
応募 / お気軽にお電話ください

別途
資格手当有

時給/ 1,055 円〜
【パート】

★激レアバ イト♪有名プロ野球選手に会えるかも♪
大阪舞洲の球場で食事のお世話をするお仕事です。

子ども
好き
歓迎♪

◎PC 基本操作できる方
勤務 /8：45〜17：30（休憩 1h）
休日 / 週休 2 日制（土・日または日・月）
資格 / 保育士、教員、社会福祉士のいずれかの有資格者
雇用期間 /〜令和 5 年 3 月 31 日 ※更新の可能性あり
待遇 / 各社保有、年次有給休暇、交通費実費支給、車通勤可

神戸市立長尾児童館

①お弁当の盛付
（早朝のみ）週 2日〜OK♪
② 配達スタッフ
曜日相談OK♪
③ケータリングスタッフ

三田市

※賞与（任期 6 カ月以上かつ週 15 時間 30 分以上勤務の方・初回のみ減額有）
※経験年数は他院等での同様の業務期間による

三田市民病院 事務局 総務課（3F）
079-565-8605 受付/8：30〜17：00 ※土日祝除く※敷地内禁煙

「新三田」
駅から徒歩10分
〒669-1321 三田市けやき台3丁目1番地1 JR

soumu@hospital.sanda.hyogo.jp

引越・就職・転勤などで不要になったお車がございましたら
すぐにご連絡ください。引取りにお伺いします!!

廃車無料

中国自動車道
「西宮北 I.C」
から5 分

引き取り料・抹消料など一切無料です！

カーコンビニ倶楽部
北神三田

低年式車、
ディーゼル車
トラック等も大歓迎。

無料

引取り、その他、

手続費用も

各種新車・中古車販売、
整備・板金・塗装

078-982-3003

高価買取 もできます !
神戸市北区有野中町2丁目13番5号 定休日 / 水曜日

新聞（朝刊）折込配布エリア

ポスティング ・ フリーペーパー配布

W e b サイト 3週間無料掲載!!

誌面設置場所

求人広告情報誌ウインズ
【次回発行予定日】2022.7.3
正

三田市

安定した正社員ライフ♪先輩スタッフが丁寧に指導します!!

神戸市北区・他

委請

試用期間 6 日間有（同条件）☆要普免

※契約獲得数による
資格 / 普通自動車免許 ☆AT 限定可・経験不問
勤務 / 週 6 日
（月〜土）、8：00〜17：00( 休憩 1h)
休日 / 日曜日、大型連休（GW・お盆・年末年始）
は交替で休み
待遇 / 賞与年 2 回、社保適用、交通費規定支給（月 2 万円まで）、食事補助有、
年次有給休暇（勤続半年以上経過後）、車・バイク・自転車通勤可、
制服貸与、皆勤手当、営業手当（歩合給）
応募 /まずはお気軽にお電話ください。
面接時には履歴書（写真貼付）
を
地域密着の安定企業
ご持参ください。

最低保障月給/48,000円〜

勤務 /9：00〜17：00 の間で 4〜6h 程度
◎時間・曜日応相談
※週 2 日以上、
土日勤務できる方優遇
休日 / シフト制（希望考慮します）
待遇 / 車・バイク通勤可、社割有
応募 / お気軽にお電話ください。

万全のフォロー体制

でお待ちしてます♪

業界未経験の方も大歓迎♪
丁寧に指導します !!

食べられます！
！

各種お弁当、仕出しの製造・販売

①草刈り作業

日給/ 8,000 円〜

②建設現場軽作業

30〜40 代
女性活躍中♪

神戸市北区道場町日下部41-1
（国道176号線 日下部交差点近く）

キレイなバス・トイレ・キッチン・テレビ・エアコン完備

飛躍する Rokuoka グループは
兵庫県内 9 支店・他府県にも支店多数

【パート】時給/ 1,300円

金・プラチナ・ブランド品買取専門店

高価現金買取実施中 !

※資格手当、処遇改善手当等含む
（経験による）

質のご用命もお気軽にどうぞ!!
売りたくない品には

（※利用者送迎等の為始業は8：00〜）
勤務 / 8：00 〜 18：00（休憩有）
休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み ) 、年間休日 123 日

⑥ 送 迎 運 転 手 曜日応相談♪週 3 日〜 OK♪

③ 介護職員 要介護福祉士資格
吉川病院通所リハビリテーション勤務

※資格手当、処遇改善手当等含む
（経験による）

（※利用者送迎等の為始業は8：00〜）
勤務 / 8：00 〜 17：30（休憩有）
休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み ) 、年間休日 123 日

時給/ 1,000 円

共通事項

【正職員】月給/ 174,000円〜 189,000円

価値を知りたい！

勤務 / 8：00 〜 10：00、16：00 〜 18：00

〒673-1231 三木市吉川町稲田 1-2

バッグ

079-564-6299

三田市弥生が丘 1-1-1
フローラ88 店 2F

079-594-2589

丹波篠山市杉 265-1
ニュース館

兵庫県公安委員会許可 第631410100001号 営業時間 10：00〜20：00（2 店舗共通）

各地

新着求人!!あなたにピッタリのお仕事情報満載♪お仕事探しはウインズで!!

仕事と子育ての両立を応援します !

併設

少しでも高く売りたい！

バザールタウン 篠山・NEWS館

フローラ88店

（昼食代・おやつ代込）

0794-72-0063（代）

今すぐ現金化したい！

リサイクルショップ

待遇 /【正】昇給年１回、賞与年２回、各種社保完備（週 30h 勤務の方）
【共通】車通勤可、交通費全額支給、敷地内禁煙、
「三田」
「岡場」
「有野台」
「吉川町」方面から送迎バス有
応募 / まずはお気軽にお電話ください。詳細についてはご相談ください。

保育料
1日200円

医療法人 社団 敬命会

三田市

ご自宅に眠っている使わないブランド品、
貴金属！
！
買取地域NO.1!! 査定・見積無料!!

【正職員】月給/ 174,000円〜 189,000円

休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み )

【非常勤】時給/ 1,060円

三田市・丹波篠山市

☆別途支給
勤務 /9：30〜12：30多少残業有り
（日による）
休日 / 日曜日、祝日

【非常勤】時給/ 1,060円

詳細は
面談時

有限会社 六岡建設 滝野支店・三木支店
株式会社 ろくおか 本店・他
三木市岩宮203-1
0120-663-696［三木支店］0794-70-7030
0120-667-672［本店］西宮市今津曙町13-4中津ビル1F

⑤ 介 護 職 員 要介護福祉士資格

【非常勤】時給/ 1,520円〜1,630円
勤務 / 9：00 〜 17：00（休憩有）☆週 3 日〜OK

※研修期間3ヶ月有
（日払い）

［同時募集中］送迎ドライバー
（普免OK）時給 /1,000 円〜（日給月給制）

藹デイサービスセンター勤務（三田市寺村町 4239 番地 1）

② 外来（正・准）看 護 師

月給/ 200,000 円〜

入寮生大募集

3 日〜OK♪
④入浴介助スタッフ 週
無資格・未経験 OK♪

※資格手当等含む（ 経験による）
勤務 / 8：45 〜 17：30（休憩有）
休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み ) 、年間休日 123 日

年令
不問

（スグ入寮できます）

正パア

【正職員】月給/ 255,000円〜 305,000円

週 1日〜OK

勤務 /8：00〜17：00（休憩有・現場により異なる）
待遇 / 個室寮完備、車通勤可①②日払い制③各種社保完備、
交通費支給、昇給・賞与年 2 回
有限会社 六岡建設
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
●定年退職者大歓迎 !! ●60 代以上 OK！●住込可
●年金を貰いながらお小遣い稼ぎも OK!!

見学OK♪随時受付中♪

三田市上深田403-2

ブランクある方も OK♪

※当社規定あり

日給/ 8,000 円〜（残業手当・能力給別途支給）

子育てや家事との両立を応援します♪男女活躍中♪車通勤が出来ない方も楽に通うことが出来ますよ！!
お子様の送迎時間や学校行事なども考慮しますので、まずはご相談ください !!

①薬剤師

うれしい
日払い

コツコツできる軽作業なのでコミニュケーション苦手でも大丈夫♪

③正社員

株式会社 エフコーポレーション
079-553-8786（担当 / 採用係）

短期1日〜OK
学生短期 OK

（残業手当・能力給別途支給）

ブライダル生花・フューネラル生花・プリザーブドフラワーの装飾販売

朝日給食株式会社 三田工場
「道場南口」
駅から
090-6615-1553 ( 採用担当 ) 神鉄
徒歩約10分

正パ ア

新天地でやり直したい方、
新しい環境で
スグに収入を得たい方必見です！
！

日給/ 4,800円〜（※実働4h 時給換算/1,200円〜）

月収例 / 60 万円可能
（基本給22万+歩合給38万）
入社 2 年男性

三木市吉川町

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
info@winds-h.com

株式会社オフィスケイズは持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています。

フューネラル・ブライダルの生花アレンジ、
プリザーブドフラワー製作補助、運搬業務 未経験者 OK♪

※試用期間 1カ月（同条件）※別途諸手当有 ※経験による

あり

0120-450-688

フラワーアシスタント（業務委託）

未経験OK!!

月給/220,000円〜280,000円 ＋歩合給

嬉しい 1日 100 円 で
食事補助 美味しいお弁当が

フローラ 88
（イオン三田店）
・三田市商工会館
神鉄岡場駅・ファミリーマート三田三輪店・
ヒマラヤゴルフ三田店・三田市立図書館

検索

お花好きな方歓迎!!好きを仕事にしませんか!?
超おトクなお仕事です♪

【正社員】
ルート営業・営業事務
法人向けお弁当のルート営業、営業事務、その他付随業務

株式会社 オフィスケイズ
編集発行/ ウインズ編集室

掲載のお申し込みは…

2022.6.19 vol.757

神戸市北区

求人ウインズ

正社員・正職員
パート
アルバイト 委 委託 契 契約社員

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けしています。

三田市全域 / 神戸市北区 ・ 西宮市（北部）/
三木市吉川町 / 丹波篠山市（一部）

www.winds-h.com

雇用形態マーク

厚生労働省の基準を満たした

「祥ゆう館 杉の子保育園」

INFORMATION

“就 職フェア”合 同会社説明& 面接相談会
「おしごとマルシェ in 神戸三田」開催!! 来場者プレゼント
7月22日
（金）10：00〜15：00
ドリンク 1 本 +スイーツ
※ブースで説明を受けられた方に

来場者全員に

会場/三田市商工会館5F（三田市天神1-5-33 ハローワークとなり）
※お車でお越しの方は郷の音ホール駐車場
（有料）
をご利用ください。
参加対象/求職中の方、転職希望の方、新卒、第二新卒、既卒者、
中途採用、復職者の方
参加企業/ 7〜10社予定

エントリー・予約不要
入退場自由

気軽に入場ください。

当日参加OK
服装自由
私服 OK♪

QUO カード
1,000 円分プレゼント
※先着 20 名様まで

参加・入場無料

履歴書不要

その場で面接も可能。

働きたい方へ向けて、合同会社説明&面接相談会を開催し
ます。
『おしごとマルシェ』は、気軽に参加できるマルシェ
型の就活イベントです。採用担当者も求職者も気軽に質問
や相談ができるカフェコーナーの設置や、ミニセミナーも
同時開催します。あなたが自分らしく活躍できる場所を見
つけましょう！将来の人生計画を実現するチャンスです！
ご参加お待ちしております。

人気スイーツ店の

さらに抽選で当たる！
！

ギフトカード 又は
10,000円分 豪華景品

無料 ミニセミナー開催

さんだ若者サポートステーションによる

『 就職につながる!!
履歴書・職務経歴書の書き方 』
①10：30〜11：00 ②13：00〜13：30
③14：00〜14：30 ☆各回定員制
講師 / キャリアコンサルタント
※参加ご希望の方はお電話での予約が可能です。

主催/株式会社オフィスKʼs 、ウインズ 、ウインズ・ワーク
協力/さんだ若者サポートステーション 後援/三田市 、三田市商工会

0120-450-688

株式会社オフィスKʼs ウインズ編集室
〒669-1544 三田市武庫が丘3-4 プチモール6号

求人広告情報誌

就職
フェア

お仕事情報Webサイト

Winds Work

お しごと

マルシェ
in神 戸 三 田

7月22日

2022年

10：00

金 〜15：00

会場 / 三田市商工会館 5F

三田市天神 1-5-33（ハローワークとなり）

※お車でお越しの方は郷の音ホール
（有料）
駐車場をご利用ください。

入場
無料

地 元 で 働こう!!就職への近道がここに!!
コロナ収束を見据えて各社の採用意欲は高い!!

