パートタイムでの求職・転職・Wワーク希望の方注目！

“働き方改革”の時代！あなたの選択応援します。

平成30年11月17日（土）
10：00～14：00
会場 ワークピア磐田 多目的ホール

©磐田市

会社のこと・お仕事のこと直接採用担当者に気軽に聞いてみよう！

■参加企業一覧■
①トヨタネ株式会社 磐田ナーセリー
②JA遠州中央
③TOHOシネマズららぽーと磐田
④遠州鉄道(株) 遠鉄の介護 ラクラス
⑤株式会社松井梱包
⑥セブンイレブン磐田二之宮店
⑦アラマークユニフォームサービス
ジャパン株式会社

ママも安心！

★履歴書なしでもご相談はできます。
★ハローワークカードがある方はお持ちください。
★雇用保険受給中の方は求職活動の実績になります。
雇用保険受給資格者証をお持ちください。

⑧社会福祉法人 八生会
⑨磐田市立総合病院
⑩磐田市教育委員会
⑪エージーエス株式会社

即時紹介状発行！
★出張ハローワークコーナー

★託児コーナーあり
（事前予約）

就活に役立つ！
★履歴書の効果的な書き方
★カラー診断
２つのミニワークショップ開催
※個別対応1人あたり15分

主催
共催
協力
問合せ

会場はこちら

磐田市
ワークピア磐田
ハローワーク磐田
(株)アルバイトタイムス
ワークピア磐田
磐田市見付2989-3
☎ 0538-36-8381

■第8回パートタイマー就職相談面接会参加企業一覧■
特設サイトで求人情報公開中！
トヨタネ株式会社

ＪＡ遠州中央

磐田ナーセリー
事業
仕事
勤務地
時間

時給
休日

野菜苗の生産
野菜苗の接ぎ木作業他
磐田市神増字大西517-1
①9時～12時 週5出勤
※ご相談可
②9時～15時 週５出勤
※ご相談可
920円～
土日・祝・GW・年末年始
※ご相談可

【PR】出勤時間、出勤日数、休日などご相談
可能です。作業上、45歳までの募集とさせて
頂きます。野菜苗生産にご興味のある方、
是非、お話を聞いてください。
トヨタネHP http://www.toyotane.co.jp

事業
仕事

白葱の選果作業
泥の付いた白葱を選果機を使って皮む
き、根きりを行い、手作業にて結束、
箱詰めを行います。
勤務地 磐田市加茂628-1(園芸流通センター)
時間
8時～16時(休憩90分)
時給
860円
休日
2日働いて2日休み(土曜日は完全休)
【PR】
70歳代までの男女が活躍中です。
未経験者歓迎。11月から4月末まで。

ご利用者様への介護業務他
①食事、入浴、排泄等の介助、
レクリエーションの実施
②ご利用者様の送迎業務
勤務地 ・磐田市見付 ラクラス見付デイサービス
・掛川市柳町 ラクラス掛川デイサービス
・磐田市福田 ラクラス福田デイサービス
時間
①8時～18時 ※時間は応相談
②7時30分～10時30分 15時～18時
時給
①980円～1,173円
②880円～968円
休日
日曜日定休、年末年始、シフト制
【PR】入社後は、オリエンテーションや研修を行い
ますので、安心して働けます。また、福利厚生とし
て遠鉄グループの各種特典があります。未資格や未
経験の方もお気軽にお問い合わせください。

②洗濯・乾燥・ユニフォームの積み込み作業
③機械メンテナンス補助(機械の稼働前点
検、機械の清掃等)
勤務地 磐田市中泉811-7
時間 ①9時～18時 13時～17時(応相談)
②9時～20時(内8時間勤務 応相談)
③6時～15時
時給 ①870円～(フルタイム以外)
930円～(フルタイム) ②③1,010円～
休日 土・日

【PR】空調設備完備、個人別鍵つきロッカー、制服貸
与、ミニボーナス年２回あり、有給休暇あり、きれい
な工場内環境、未経験者OK,休みもとりやすい三井物産
グループならではの充実した福利厚生あり

磐田市教育委員会
事業
仕事

放課後児童クラブ職員
児童の見守り、遊び、おやつの買出し、
帳簿の作成、出席簿の管理、お便りの作成等
勤務地 磐田市内放課後児童クラブ
※主に磐田市内の各小学校内
時間
授業がある期間／13時～18時
夏休み期間等／8時～16時30分
時給
①880円 登録補助員 (スポットの勤務希望者)
②900円 常勤補助員 (週5日間の固定勤務可)
③930円 常勤支援員
(保育士・教諭などの資格を有する方で研修を受講した方)
休日
土・日・祝日、夏季・年末年始休暇
【PR】
子供の笑顔に癒されてみませんか。元気に体を動かしなが
ら、働けるお仕事です。一緒に楽しく遊べる方は是非ブー
スにお越しください。

事業
仕事

映画館の運営
①チケット販売、映画パンフレット等
のグッズ販売
②売店でのポップコーン、ドリンク販売
③館内清掃、映画の宣伝展開
勤務地 ららぽーと磐田
時間 7時～25時の間で１日4時間以上
（勤務日数・時間は相談に応じます）
時給 1,000円以上（研修時給は950円）
※深夜22時以降は1,250円以上
休日 シフトにより指定（最低週2日以上）
【PR】接客メインのお仕事となります。接客が好きな

株式会社 松井梱包
事業
仕事

流通加工業
①化粧品製造作業
②ペットフード製造作業
③販促品梱包作業

勤務地 周智郡森町中川2026-1
時間 ①9時～17時
(フルタイムのみ募集・土曜日出勤あり)

セブンイレブン磐田二之宮店
事業
仕事

コンビニエンスストアの経営
商品の発注・品出・陳列・レジ・接客・
清掃予約活動全般・その他店舗の営業に
関わる業務
勤務地 磐田二之宮店
時間
①６時～９時
②９時～22時 ③22時～6時

※②・③ 指定時間内の中で応相談
①900円～
②858円～
時給
③858円～
※①～③能力と成果に対して昇給あり
【PR】
【PR】長期働ける方歓迎です。個性豊かな人材が活
14時までのパートさんにも交通費・有給支給あり。 躍する職場です。あなたの個性がきっと活かせるは
小さなお子様がいても安心して働けます。
ず！働く時間と曜日は応相談で決めましょう。ご応
是非一度ご相談下さい。
募お待ちしています！

②9時～15時30分(週３以上)
③9時～1２時/9時～14時（週4日以上）
①1,010円
②875円 ③860円
※研修期間2ヶ月あり

時給

社会福祉法人
八生会

アラマークユニフォームサービス
ジャパン株式会社
事業 ユニフォーム、作業服等のレンタル・販売
仕事 ①ユニフォームの仕上げ・仕分け・検品

ＴＯＨＯシネマズららぽーと磐田

方、映画が好きな方大歓迎。接客未経験の方にも丁寧な
研修制度がありますので、しっかりと業務を覚えること
ができます。現在総勢８０名が働く職場です。一緒に魅
力ある映画館をつくりませんか？

遠州鉄道(株)
遠鉄の介護 ラクラス
事業
仕事

https://mydomo.domonet.jp/workpia/

事業
仕事

高齢者の介護
食事、入浴、排泄等、ご利用者の
日常生活の介助や自立支援
勤務地 ①介護老人福祉施設 豊田一空園
②ケアハウス 梅香の里
③ケアハウス ゆやの里
時間
①8時30分～17時30分 ②7時～16時
③13時～22時
④22時～7時
⑤7時～9時
⑥16時～19時
時給
①～③1,000円～1,150円
④1,600円 ⑤～⑥1,200円
【PR】非常勤職員(社会保険加入者)は、採用時3日
有給付与。介護不経験者も大歓迎、資格取得も応援
します。その方に合った働き方の実現のために働き
方改革に積極的に取り組んでいます。勤務時間、日
数はお気軽にご相談ください。

エージーエス株式会社
事業
食品配送業、物流センター倉庫業
仕事
チルド商品等の仕分け
勤務地 ①エージーエス(株)本社
②エージーエス(株)さぎさか営業所
時間
①11時～20時 1日5時間以上
②13時～18時 ③20時～24時
④0時～翌5時 ⑤7時30分～12時
※週３以上
時給
①～③⑤900円～
④1,125円～
※深夜(22時～翌5時)時給1,125円
休日
1ヶ月単位の自己申告によるシフト勤務
【PR】未経験大歓迎。最初は初めてでも慣れた頃に
はモクモクタンタンとお仕事ができます。空いた時
間を有効に使いたい方、勤務日数や時間についてお
気軽にご相談ください。

磐田市立総合病院
事業
仕事

看護補助者
患者様の身の回りのお世話(食事の配膳・下
膳／ベッドメイキング /環境整備) 検査への
送迎、検査物の運搬等
勤務地 磐田市立総合病院 病棟
時間 ①7時～15時30分
②10時30分～19時
③8時15分～16時45分 その他応相談
時給 ①②920円～1,110円
③ 880円
休日 週休２日
【PR】経験不要、通勤手当、保育園あり。
人と接することが好きな方歓迎。患者様の役に立てる働き
甲斐のある仕事です。勤務時間についてはお気軽にご相談
ください。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
https://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/recruit/nurse/
kangohojoin/index.html

次回の
パートタイマー
就職相談面接会は
平成31年2月2日（土）
会場ワークピア磐田
で開催します。

