2017 年（平成 29 年）9 月 21 日 2017
第 39 年
巻 9第
月3821号日

38 号掲載

Vancouver Shinpo Japanese Weekly Newspaper

2017 年（平成 29 年）

求
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人情報
お問い合わせ・お申し込みは

604-431-6848
joho@vshinpo.com
毎週火曜日午後 3 時（カナダ西部時間）締め切り。同じ週の木曜日発行号に掲載されます。
ウェブサイトでもご覧いただけます。http://www.v-shinpo.com/jobs

キッチンヘルパー
フルタイム
（お皿洗いから軽い調理作業）
詳細はお電話にて
お問い合わせください。
（５時まで）

貴船寿司
KIBUNE SUSHI

☎ 604-731-4482
1508 Yew St.,Vancouver

www.kibune.com

●プロモーション
●キャンペーン
●求人広告など
さまざまな用途に
広告をお使いくだ
さい。
いろいろなサイズ
がございます。
お問い合わせは
お気軽にどうぞ。

バンクーバー新報
T e l：604-431-6848
Fax：604-431-6892
Email：joho@vshinpo.com
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さまざまな用途に広告を
さまざまな用途に広告をお使いください。
いろいろなサイズが
いろいろなサイズがございます。
購読をご希望の方は、氏名、住所、電話番号を添付し小切手かマネーオーダーを
お 問
い バンクーバー新報
バンクーバ
弊社までお送り
ください。郵便番号をお忘れのないよう明記してください。
合わせは
１年：CAD$94.00 半年：CAD
$66.80
T e l：604-431-6848
T e l：6
お 問 い 合わ
お気軽に
Fax：604-431-6892
せはお気軽
Fax：6
3735 Renfrew St. Vancouver, BC V5M 3L7 Canada
どうぞ。
にどうぞ。
Vancouver ShinpoEmail：joho@vshinpo.com
tel:604-431-6848, fax:604-431-6892, Info@vshinpo.com
Email：jo

まで

交通事故被害者の方、
安心して私たちにお任せください。

相談料・初期費用無料

•ICBC との慰謝料、賠償金の増額徹底交渉

安心の完全成功報酬制

• 治療関係費の請求

交通事故専門弁護士ががプロの交渉であなたの正当な権利を勝ち取ります !!

日本語で無料相談承ります。

604-549-9225

#330-500 Sixth Avenue. New Westminster, BC V3L 1V3
info@schunglaw.com I www.schunglaw.com

新移民法施行 50 周年によせて
投稿のお願い

バンクーバー新報では、新移民法施行 50 周年によせて、読者の皆様からのご投稿を
募集しております。

購読申込書
バンクーバー新報は週一回発行されています。
購読をご希望の方は下記に明記後、チェック、又はマネーオーダー
同封の上、本社までお送りください。
GST NO. #R105484992
□新規

移住してからの年数は問いません。カナダに移住してから感じたこと、カナダでどん
な暮らしをしてきたか、または現在どんな暮らしをしているかなどをテーマに 2000 文
字以内にまとめた記事をお送りください。
文中、特定される個人、人種などを挙げて誹謗中傷している場合は編集部で削除させていただきます。
投稿内容についてバンクーバー新報では事実確認はしておりません。また投稿内容は、バンクーバー
新報の意見を反映するものではありません。

宛先：editor@vshinpo.com （件名を「新移民法施行 50 周年投稿」として）

□継続

□１年（51 号発行） CAD$94.00（$89.52 ＋ GST $4.48)
□６ヵ月
CAD$66.80（$63.62 ＋ GST $3.18)
日本 (200g まで）

１年

□ US ＄598.00（航空便）

USA(200g まで）

１年

□ US ＄416.00（航空便）

※カナダの郵便事情により遅配されることがあります。ご了承ください。

編集部からの不明な点などを確認できるように、必ず連絡先を、また匿名を希望され
お名前

る場合は、その旨明記してください。ご投稿お待ちしております。
編集部

バンクーバー新報
まで

広告のご用命は
バンクーバー新報まで

募

バンクーバー新報有料版（1.50ドル）には、人気の
連載やローカルのニュースなど多数掲載しています。
下記の各店でお買い求めいただけます。
Fujiya、Konbini-Ya、OK Gift Shop、Tonari Gumi、
Osaka Super Market、Suzuya、Izumi-Ya、OCS ジャパ
ニーズブックセンター

カナダニュース

までお気軽にご連絡ください。

急

第 39 巻 第 38 号

ご住所

ポスタルコード

お電話
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