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募集

倉庫、ドライバー募集（D Way Foods Inc.）

倉庫 / 朝７：００〜 / 月〜金、火〜土、又は要相談 / 時給：＄13
ドライバー / 朝 8：30 〜 / 月〜金、火〜土、又は要相談 / 時給：＄14
カーゴ Van サイズ、BC Driver License クラス５か７が必要
両ポジション / 経験者、長期勤務は昇級あり、バケーションペイ（４％ ) は毎支給。
どちらの職種にご興味あるか記載頂き、
レジュメを hr@dwaygroup.com まで。

求人広告を専用ページに格安で掲載いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

SAMPLE

募集

３

募集

１

寿司ヘルパー

週 5 日勤務
経験者優遇、給与・待遇 応相談。
詳細は、E メールにてお問い合わせください。
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幼児教室講師

土曜日を含む週 1日〜 3 日程度勤務できる方、幼児教育の経験がなくても、研修でしっ
かり学べます。子どもの無限の可能性を開花するお手伝いができる素敵なお仕事です。
詳細はメールにてお問い合わせください。SHICHIDA KIDS ACADEMY

２

Richmond Centre：#600-4400 Hazelbridge Way, Richmond
問い合わせ先：info@shichidacanada.com

HP : www.shichidacanada.com

会社名
ooooooooo@ooo.com / 604-ooo-oooo / ooo St, Vancouver

以下の項目をバンクーバー新報広告担当までお送り下さい。

急

① 募集される職業 / Job Category

キッチンヘルパー

４

② 条件・募集要項 日本語 156 文字まで

フルタイム
（お皿洗いから軽い調理作業）

/ Job information, max 300 letters in English

詳細はお電話にて
お問い合わせください。
（５時まで）

③ 会社名 / Company Name
④ 問い合わせ先 / Contact
※写真・企業ロゴなどの画像は掲載いただけません。ご希望の場合は通常広告をご利
用ください。
※ If you would like to use images, it will be a different plan. Please ask for details.
お問い合わせ・お申し込みは

Tel : 604-431-6848
Email : joho@vshinpo.com
• ＜ V-4 ＞

募集

貴船寿司
KIBUNE SUSHI

1508 Yew

募集

Ladies Retail Fashion Sales Full or Part Time

募集

歯科助手

パートタイム，永住権がある方、
ジョイランド幼稚園
リッジメドウズ日本語学校
歯科医院での勤務経験がある方
ノースバンクーバーにありますジョイランド幼
生徒募集のお知らせ
稚園は、
政府認可のキリスト教幼稚園です。歌、
英語の履歴書を下記にメールしてください。

手遊び、お話、ひらがなの練習の他に、様々
リッジメドウズ日本語学校では、幼稚科（３歳〜
体操、
工作、
劇遊び、
リトミック、
5 歳）および小学科（レベル A,B,C）の生徒を な活動（お遊戯、
楽器遊び）を通して、
楽しく
日本語を学びます。
随時募集しています。
admin.drtakeuchi@shaw.ca
★ 2017 年度（2017 年 9 月〜 2018 年 6 月）
当学校は主にピットメドウズ、メープルリッジ地
ジョイランド幼稚園のご案内
域の家庭で日本語を話す子供達を対象に、日本
）
語での読み書きを中心に週 1回の日本語教育を ・火曜日 通常クラス午前 9:15 〜午後 1:15
y.c om /
対象：３〜 4 歳児 / 定員：10 名
行っています。経験豊富な日本語教師のもと、日
内容：自由遊び、サークルタイム、ひらがなの
本の文化や教材を取り入れた授業で楽しく日本
練習、おやつ、その日の活動、お弁当、絵本の
語を学んでみませんか？リッジメドウズ日本語学
時
時間、その他。
週 10 時間程度（１日〜２日）
。事務職経験者。PC、エクセル、ワード
couver） 校では生徒さんを募集しています。子供一人一
・水曜日 日本語クラス午前 9:15 〜 11:15
っかり楽しく日本語を学べます。
ください。 人に合わせてし
対象：３〜４歳児 / 定員：8 名
を問題なく使える方、日本語堪能。ビジネスレベルの英語。柔軟性、
場所：メープルリッジ
内容：日本語の学びに焦点を合わせた活動や
クリエイティブ、
セルフスターター。
コツコツと丁寧に仕事が出来る方。
日時：毎週火曜日
3 時半〜
5 時半
遊び、ひらがなの練習、おやつ、絵本の時間、
お問い合わせ：E-mail:info@rmjlc.ca
その他。見学ご希望の方、お問い合わせはい
バンクーバー新報： 履歴書を添え
メールにてお申し込み下さい。
新学期入学受付は、http：//rmjlc.ca/
をご覧 E つでもお気軽にどうぞ。/Keiko
joho@vshinpo.com
ください。
Tel ：604-983-9327
ンター
E-mail：joylandpreschool@gmail.com
• ＜ V-5 ＞

精神を統
せんか？

事務 / 営業補助

ぜひとも日系コミュニティに紹介した
い！と思う日本人の方 ( 身近にいる方
で構いません ) を取材して、500 〜
1000 字程度にまとめて記事にして下
さい。
ビザの期限を明記した日本語の履歴
書を下記までお送り下さい。書類選
考を通過した方のみご連絡致します。
尚、お送りいただいた履歴書は返却
できません。お電話でのお問い合わ
せはご遠慮下さい。

バンクーバー新報
info@vshinpo.com
3735 Renfrew St.
St.,Vancouver
Vancouver B.C. V5M 3L7
2018 年（平成 30 年）4 月 19 日 第 40 巻 第 16 号

日系文化センター・博物館 ニュース

「BETA VULGARIS：シュガービート・プロ
ジェクト」展は、カナダの西部（特にブリティッ
シュ・コロンビア州とアルバータ州）における
一見無害な砂糖と日系カナダ人の関係性を探り

週
経
詳

３
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※

※

お問

www.kibune.com
スタイリスト

世界各国からのお客様をカットして知識、
経験を増やそう！ 時給：＄13 〜＋高 Tip（オー
みなさんの参加をお待ちしております。
日加ヘルスケア協会
バータイム、ホリデイペイ有り）昇給、ボーナス、VISA
サポート有り、週休２日、祝日
日加ヘルスケア協会・座談会
座談会のご案内
休み ＊スタイリスト歴
3 年以上ある方、カナダでの就労可能な VISA をお持ちの方に
限らせていただきます。サロン見学、お問い合わせお待ちしております。
４月は「オーガニック農法・オーガニック
・フー
茶道教室開催のお知らせ
ドの育て方」
と題し、オーガニック農法に従事
TSUBAKI
HAIR EXPRESS
茶道裏千家淡交会バンクーバー協会
による
している方をお迎えしお話しいただきます。
オー
515 Dunsmuir St. Vancouver BC CANADA
V6B 1Y4
「初心者向けの茶道教室開催」
ガニック農法は健康に有益であると同時に自然
Phone : 604-685-7257 Email : info@tsubakihair.com
Web : www.tsubakihair.com
茶道を習うのが初めての方、かつて習った事
と共存するための農法であることから私たちの
があるけれど忘れてしまった方などに向いて
生活そのものを豊かなものにしてくれます。杉
おります。
山氏にオーガニック農法の重要性、そしてオー
ガニック・フードの育て方をお話いただきます。 和室の入り方、歩き方、お辞儀の仕方、お菓
子とお茶の頂き方を通じて、
お茶の心を学びます。
これから、お天気も良くなりますので、太陽の
尚、講義と実技は日本語で行われます。
光を一杯浴びて、庭仕事、家庭菜園をするの
West Vancouver Doctor Clinic needs a shiatsu
practician who hold a license or
会場：日系文化センター
２階和室にて
も身体的、精神的健康法一つにもなり
ます。 full-time
acupressure school student. Available
or part-time position
with high
開催日：5 月 23 日、30 日、6 月 6 日（水曜日）
2018 年は隣組さんのご厚意により、ミーティン
salary.
時間：午後 6 時半〜 8 時半
グスペースを無料にて使わせていただけること
Additionally,
there is massage treatment room
for
rental.
費用：
＄60/3
回＋ GST ５％ 、施設使用料５％
になり
ました。隣組さんに感謝いたします。
日時：４月２６日（木）6 時 30 分より８時 15 分 （＄51/ 日系文化センター会員）
年齢：16 歳以上
まで（6 時604-816-9697
20 分までには入館ください）駐車
お申込み 日系文化センター受付にて、また
スペースを見つける時間を十分考慮しておいで
はお電話でお願い致します。
ください。
Phone: (604) 777-7000
場所：隣組 1 階ミーティング・スペース（42 W.
Address: 6688 Southoaks Crescent,
8th Ave. Vancouver）
Burnaby, BC
予定：6：30 〜 6：50「マインドフルネス」
茶道教室についてのご質問は e-mail にて
6：50 〜 8：15「オーガニック農法・オー
Tomoko の方にお問い合わせ下さいませ。
ガニック・フードの育て方」
tands410@gmail.com
駐車場：特に隣組としての駐車場はありません
が隣組前は 6 時以降数台駐車できます。ご迷
惑ををおかけしますが、各自のご判断で駐車し
書道教室開講のお知らせ
てください。West 8th Ave. と Manitoba St
（隣
忙しい日々から離れ、心を落ち着かせ精神を統
組から1 ブロック西）の公園周辺に無料路上駐
一して硯に向かい、
書道を楽しんでみませんか？
車できる部分があります。
隔週月曜日午後２時〜 4 時
申込み：返信メールにてお願いいたします。会
場所：SaBi Tea Arts
員一名につきお一人お友達（一回のみ）をお
（3675 W 16th. Ave. Vancouver）
連れいただいて結構です。日加ヘルス及び座
詳細：h t t p: / / s a bi t e a a r t s.w e ebl y.c om /
談会のトピックにご興味のあるお友達がいらっ
しゃいましたら、是非ご一緒ください。その旨、 shodo.html
月に一度はお稽古のあとお抹茶付き
お申込の際お知らせください。
＜隣組クラス＞ 隔週金曜日午後２〜３時
隣組の会員の方は随時ご参加いただけます。
場所：隣組（42 W 8th Ave #101, Vancouver）
持参するもの：マイカップをお持ちください。
道具がない方、
初心者の方もぜひご参加ください。
講師プロフィール：環境、健康、社会、政治、
●お問合せ：778-891-9917（池側）
経済、様々な世界の問題への答えを模索し、自
然と協力して育てるオーガニックの農法が世
書道教室のご案内
界の sustainability への答えだという信念か
ら、オーガニック農業へと転職。現在、Cedar
♦「万葉集を書く会」
Isle Farm と Yarrow Ecovillage Community
毎月第②土曜 10 〜 12 pm 日系センター
Farm で穀物や野菜を育てる仕事に従事。

募集

Shiatsu Practician Needed

< V-4 >

日系文化センター・博物館
からのお知らせ

募

パートタイム記者

☎ 604-731-4482

募集

カーメカニック

月日本の３級程、経験３年以上
1 回のワークショップ 万葉歌で仮名文字
YOGA FOR ALL LEVEL
を学習し作品を作ります。清書用和紙配布
ヨガクラスのご案内
初心者・未経験者歓迎
ALBA AUTO 要予約
今後の予定日ー５月１２日 ６月９日 ７月１４日
最近運動不足だなと思っている方、
バンクーバー
★大人のクラス：月 3 回（漢字・かな・ペン字） に来てなにか新しいことをしたいと思っている
●朝・昼のクラス
604-984-3083 ユキオまで 方、ヨガを始めてみませんか？少人数のクラス
（月）
（火）10 am 〜リッチモンド
なので、緊張しないでリラックスしてヨガを楽し
（月） 1 pm 〜バンクーバー
めます。細かいところは、日本語を交えながら教
（水）10 am 〜バーナビー 日系センター
えます。ストレス解消、気分転換にヨガは最適
（土）10 am 〜（週末のクラス）リッチモンド
です。老若男女、初心者の方も大歓迎です！！お
NEW ●夕方のクラス
友達を誘って、ぜひいらして下さい。
（火）6 pm 〜リッチモンド
＊日時：毎週木曜日 10：00 〜 11：10 am (70 分）
★「月
１回の集中クラス」
6：30 〜
(70 分）
High-end
Canadian Fashion designer is looking
for7：40
Salespm
Representatives.
毎月第②火曜 6 - 8 pm 日系センター
その他プライベートクラスも行っております。
Downtown Vancouver.We need a self-starting
ambitious person to take charge
週日昼間お教室へ通えない方の月１回のクラス
お気軽にお問合せ下さい。
of their work
every day.
★
「通信講座」
お教室へ通えない方や遠方の方に。
＊場所：ギルモア駅
Training and orientation
will be
provided.
★子供のクラス
月２回（漢字
硬筆）
（月） （Skytrain のブロードウェイ駅から三つ目）
（火）３時半〜バンクーバー
4132 Halifax Street (@Gilmore Ave)
＊ドロップイン有り
＊料金：ドロップイン $12
Email resume to: nancy@nancylord.com
見学をご希望の方は事前連絡要
5 クラスカード $50 - 期限なし
＊当会発行の認定書有り 初心者歓迎
運動に適した服を着用の上、ヨガマットを持参
お申し込み・詳細は下記までお気軽にお問い して下さい。マットレンタルもあります。
合わせ下さい。
お気軽に日本語でお問合せ下さい。
書道研究 一成会
Contact：Jay - sakurayoga@hotmail.com
TEL （604）273 ー 1621
or 604-873-6396
e-mail rvan2@hotmail.com

募集

募

募集

SA

少女の頃、アイコさんのご近所に住んでいまし
け付けています。
詳細の問い合わせ、出店用テーブルの予約、 た。アイコ・ハシモトさんやそのご家族に関す
品物の寄付については、以下の連絡先までお る情報をお寄せください。情報をお持ちの方、

月 1 回の
を学習し
初心者・
今後の予
★大人の
●朝・昼
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（火
（月） 1
（水）10
（土）10
NEW ●
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★
「通信
★子供
（火）３
＊ドロッ
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＊当会発
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合わせ
書道研
TEL （
e-mail

リッジメ
5 歳）お
随時募集
当学校は
域の家庭
語での読
行ってい
本の文化
語を学ん
校では生
人に合わ
場所：メ
日時：毎
お問い合
新学期
ください

