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日本航空 バンクーバー支店
Cargo Sales Coordination/Cargo Service Representative
A position with a global carrier in the field of Cargo Sales to promote freight activities
to and from the Northwestern Region and Asia. The position is full-time and offers
competitive fringe benefits.
Must have at least 2 years’ previous experience working in the air cargo industry.
Please visit www.ar.jal.com
Career Opportunities for details.

Please send resume to :org.yvrffu.jali@jal.com
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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

メトロタウン近くに新規オープン！
日本語が話せるシェフと
スタッフを募集中！
■募集職種
料理長、シェフ、チームリーダー、スタッフ
■勤務時間
フルタイムまたはパートタイム
■応募条件
日本語・英語が日常会話レベル以上
就労ビザ，ワーホリビザをお持ちの方
経験者大歓迎！
■給与
経験・能力など考慮の上相談。
■応募方法
興味のある方は、英語の履歴書を hr.ttr@outlook.com
までお送りください。
ポジション多数。ステップアップのチャンスあり。
ラーメン大好き、やる気のある方、料理が好きな方
大歓迎！
フルタイム、パートタイムどちらも募集しておりま
す。
お客様に最高の豚骨ラーメンをお出しするため、明
るく元気なあなたが必要です！

募 集

編集スタッフ

*Executive Director Position*

パートタイム
編集業務全般。コミュニティに関心があり、
企画などにも興味のある方。永住権をお持
ちで、日英堪能、コンピュータを使える方。
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。

☎ 604-731-4482

バンクーバー新報

www.kibune.com

郵送：3735 Renfrew St. Vancouver
B.C. V5M 3L7
E-mail：info@vshinpo.com

1508 Yew St.,Vancouver

東京豚骨ラーメン
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●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

Tonari Gumi Vancouver is seeking an Executive Director to oversee
the leadership and management of this vital, grass roots Japanese
Canadian non-profit organization. Since 1974, Tonari Gumi has been
inspiring Japanese Canadian seniors and other generations through
social, recreational and educational programs and services for the
betterment of the Japanese Canadian community.
The ideal candidate will be a natural leader with proven team
building skills who has the ability to exercise compassion, inclusion
and thoughtfulness while leading a team of volunteers and staff.
A strong personal connection to the Japanese Canadian culture
as well as the ability to speak Japanese will be a definite asset.
Working closely with the Tonari Gumi board, the Executive Director
will be responsible for the general oversight, administrative, fiscal
management and continued stability of the organization. The
Executive Director will further develop and manage the key areas of
operations, fundraising, staffing, finance and budgeting, marketing
and communications, community outreach, and stakeholder
relations.
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The position willバ
report
the Tonari Gumi Board of Directors and
a competitive salary will be considered based on the individual’s
qualifications.

Application
July 31st,
2017
プロモーdeadline:
キャン
求人
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広告

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

バンクーバー新報

Detailed information on the position is available upon request.
l：604-431-6848
Qualified candidates are encouraged Ttoe submit
a resume in
さまざまな用途に広告をお使いください。
F
a
x：604-431-6892
confidence to ed@tonarigumi.ca
いろいろなサイズがございます。
Email：joho@vshinpo.com
Only short-listed candidates will be contacted.
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