
発行日： 　８  月   ５ 日予定
次回発行日： 　８  月 １６ 日予定

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-20-5828
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～14時00分
(2)14時00分～20時00分
(3)12時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 080-5068-1181
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-1161
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～13時00分
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2737
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～23時00分
(2)22時00分～1時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8310
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時30分～12時30分 看護師
(2)12時30分～16時30分 准看護師
(3)12時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7030
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2011
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～15時00分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5029
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)0時00分～9時00分
(2)9時00分～15時00分
(3)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0187
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時30分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3121
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3773
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～13時00分 看護師

(2)13時00分～18時00分
准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-2853
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-0555
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時30分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-20-8311
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)13時00分～17時00分
(2)13時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1000
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

タクシー配車係
時給 株式会社　富士タクシー 雇用・労災59歳以下

850円～900円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１４６０－７３

38030- 2089211

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目４－３３

38030- 2088811 他

1人 愛媛県西予市野村町阿下６号３８０番地

38030- 2087711 土日祝他

商品管理・レジ業務及び
事務員

時給 エディオン　フジグラン北浜店 雇用・労災・
健康・厚生

不問

8時00分～18時00分の間の
3時間以上

38030- 2160511 土日祝他

一般事務員
時給 株式会社　グリーンヒル 雇用・労災不問

850円～950円
8時00分～17時00分の間の
5時間以上

日祝他

看護師

時給 社会福祉法人和泉蓮華会
八幡浜市病児・病後児保育施設
キッズケア・しらはま

雇用・労災不問
1,030円～
1,030円1人 愛媛県八幡浜市向灘３０６３番地

保育士
（うわまち未来こども園）

時給 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
8時00分～17時15分の間の
7時間程度

970円～970円2人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2158111

800円～870円2人 愛媛県八幡浜市中深１２２０－７

38030- 2156611 他

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2153411 他

清掃スタッフ
（スーパーホテル八幡浜）

時給 株式会社　ステップコミュニケーション 雇用・労災不問

愛媛県八幡浜市保内町喜木１－６５－１

38030- 2140911 他

調理職員（パート）
時給 株式会社　たかちほ 雇用・労災不問

800円～850円

38030- 2136211 他

販売員
（ローソン保内喜木店）

時給 有限会社　ユルト（ローソン） 雇用・労災不問

800円～800円3人

他

看護師
時給 有限会社　和家　グループホーム蘭 労災不問

1,200円～
1,200円1人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

生活支援員（障がい者）
時給 ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 労災不問

7時00分～15時00分の間の
3時間以上

850円～850円1人 愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 2134711

1,100円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５２

38030- 2130311 日祝他

2人 愛媛県八幡浜市１４４０－６

38030- 2128211 日他

看護師
時給 医療法人　開明眼科 労災59歳以下

愛媛県八幡浜市浜田町１

38030- 2127811 他

接客及び
調理補助スタッフ

時給 酉屋りょう吉　八幡浜店 雇用・労災20歳以上
1,000円～
1,200円

38030- 2111511 他

弁当製造販売員
時給 株式会社　セイナン

ほっかほっか亭八幡浜店 労災65歳以下

900円～900円4人

他

生コンミキサー車運転手
時給 建協生コンクリート工業　株式会社 雇用・労災64歳以下

1,100円～
1,100円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸１０

他

受付事務員（八幡浜）
時給 ヤマト運輸　株式会社

八幡浜宅急便センター 労災不問

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内　１－５４７－１

38030- 2108911

介護職員
（グループホーム
よろこび大久）

時給 株式会社　悠遊社　伊方事業所 雇用・労災不問
850円～1,200

円1人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３９１番地１

38030- 2104411

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。（https://hellowork.mhlw.go.jp/）
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(1)8時30分～17時15分 ２級ボイラー技士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1121
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時30分
(2)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-27-0880
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-36-1338
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)10時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-53-0002
パート労働者 就業場所

(1)11時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5778
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時00分
(2)13時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-38-2360
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～10時30分
(2)15時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6565
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)6時00分～9時30分
(2)6時00分～12時30分
(3)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8018
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)2時30分～8時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2288
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-7617
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

ホームヘルパー２級
介護福祉士

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-69-1731

パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1576
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2525
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1211
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

土日祝他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

8時30分～17時00分の間の
6時間程度

880円～880円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 2010111

1人 愛媛県八幡浜市産業通６－２３

38030- 2024411 土日祝

一般事務員（畜産課）
時給 東宇和農業協同組合 雇用・労災不問

愛媛県八幡浜市１２２７番地３

38030- 2037111 木日祝他

車両清掃員
時給 清水モータース　株式会社 労災不問

800円～800円

他

受付及び医療事務員
時給 医療法人　よりみつ眼科 雇用・労災59歳以下

8時30分～18時30分の間の
4時間以上

830円～830円1人

訪問介護職員
時給 セントケア四国　株式会社

セントケア宇和町 雇用・労災不問
8時00分～18時00分の間の
4時間程度1,164円～

1,510円2人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 2030211

800円～900円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３４０－２

38030- 2027611 他

愛媛県八幡浜市４３５－３５

38030- 2061111 土他

レジ・フロア係（午前）
時給 株式会社　木村チェーン　宇和店 雇用・労災不問

8時00分～15時00分の間の
5時間程度

38030- 2050311 他

魚の仕分け作業員
時給 玉岡水産　株式会社 雇用・労災不問

1,000円～
1,000円1人

他

給食配膳員
時給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災不問

850円～850円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

フードコートスタッフ
時給 株式会社　アゴラ 雇用・労災不問

7時00分～17時00分の間の
5時間程度

810円～810円2人 愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030- 2047811

1,000円～
1,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2046711 日祝他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 2067011 土日他

送迎運転手
（真網代くじら）

時給 医療法人　青峰会 労災不問

愛媛県西予市宇和町稲生１１８

38030- 2064211 他

介護職員
時給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 労災不問

880円～980円

38030- 2080511 他

レストランの食器洗浄員
時給 株式会社　どんぶり館

（道の駅　どんぶり館） 労災不問

820円～820円1人

土日他

客室清掃員
時給 コーロク　株式会社　瀬戸アグリトピア 労災不問

1,200円～
1,200円2人 愛媛県西宇和郡伊方町大久２４６５

パティ箱詰め作業員
（夜間）

時給 オレンジベイフーズ　株式会社 労災不問
1,000円～
1,000円

18時00分～22時00分の間の
2時間以上

4人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 2079711

900円～900円1人 愛媛県八幡浜市昭和通り１４５５

38030- 2077911 日祝他

1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 2074011 他

看護補助者
時給 宝道医院 雇用・労災59歳以下

愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 2081411 他

調理員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

896円～896円

ボイラー業務員
（週４日勤務）

日給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問

913円～913円1人
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