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10H Plus Products Ltd スタッフ募集

求人 広告

日本語ネイティブ／フレンドリーな方／美容に関心のある方／
10H plus の商品を使用し、SNS にて発信出来る方／パートタイム
店名：10H Plus Products Ltd.
写真付き履歴書 ( 英語 ) を a d min@10h plus.net 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。

募集

Executive Personal Driver

SAMPLE

The Executive Driver provides vehicle transportation, to and from designated
destinations, for C-Level Executives. Must Demonstrate safe driving skills at all
times in compliance with driving laws. Have and maintain a clean driving record.

Da vid Phillips

www.v-shinpo.com
・求人情報
・コミュニティ掲示板
・部屋貸し／ホームステイ／
あげます／求む
・記事／連載 など

急

募

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
Te l : 604-431-6848
Email : info@vshinpo.com

営業時間：月〜水 9:30am 〜 5:00pm

木 9:30am 〜 2:30pm
休日：金土日、祝祭日、年末年始

KIBUNE SUSHI

☎ 604-731-4482
1508 Yew St.,Vancouver

寿司ヘルパー

１

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。

３

Farahdesk2@gmail.com

ウェブでも
ご覧いただけます

募集

２

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

４

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。
① 募集される職業 / Job Category
② 条件・募集要項 日本語 156 文字まで
/ Job information, max 300 letters in English
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

www.kibune.com

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

コミュニティ掲示板への掲載の締め切り日は毎週
月曜日です。紙面の都合上、投稿内容を割愛させ
ていただく場合がございます。
にスペースを貸し出しています。多目的に使
用できる部屋がたくさんありますので是非一
度見学に来てください。
5 階…素晴らしい眺めの40人〜50人用の部屋
3・4 階…10 人〜 70 人の集会用の部屋
１階……大ホールは、コンサート、講演会、
県人会、結婚式、お子さんの誕生日パーティー
用にも適しています。
＊本団体の教室を使って、あなたの趣味、才
能を生かして教室を開いてみませんか。お問
い合わせをお待ちしています。
＊ご予約・お問い合わせは、E メールでお願
い致します。vjls@vjls - j h .c o m
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館
487 Alexander St. Vancouver
Tel:604-254-2551

規定の教材、登降園時の安全性、保育士資格
などの全ての基準を満たし、BC 州認可の日
本語環境プリスクール、デイケアです。
●デイケアは、ダウンタウンにも近くて、働く
親に便利な場所です。
●プリスクールは、幼児期に本当に必要な事
は何かをじっくり考え、情緒豊かな子どもに育
てる事を保育目標にしています。豊富な教材、
園庭、大ホール、改築し新しくなった教室な
ど贅沢なスペースを是非見にきてください。

グラッドストーン日本語学園のお知らせ

1971 年創立の学園では、2 歳児から高等科ま
で一貫した日本語教育を行っています。
「生徒
への愛情と教育への情熱」を持って、楽しく
授業をしています。
付属幼稚園（2 歳児にこにこ広場）
バンクーバー日本語学校（VJLS）から
毎週火・木・金曜日
午後 12 時 15 分〜午後 1 時 15 分
のお知らせ
付属幼稚園（3 歳児クラス）
●小学科、中学科、高等科は、日本語力の向上、
毎週火・木・金曜日
基本的学習態度の習得などを目指し、３時間
午前 10 時〜午後 12 時
授業を行っています。色々な科目も取り入れ、 付属幼稚園（4 歳児クラス）
楽しい授業となっています。
毎週火・木・金曜日
生徒達は、明るい教室、広いホール、図書館
午前 10 時〜午後 12 時
など、最適な環境で伸び伸びと学んでいます。 付属幼稚園（5 歳児クラス）
小学科・中学科・高等科 毎週火曜日〜土曜
生徒会、奨学金制度など VJLS はたくさんの
特色を持つ教育の場です。創立 113 年の伝 日（編入生随時募集）
毎週火・木曜日
統を誇るこの学校で勉強をしてみませんか。
午後 4 時〜午後 5 時 30 分
●キンダークラス、小学科、基礎科 , アダル
/ 毎週土曜日
トクラス、ハイスクールコースがあります。
午後 12 時 20 分〜午後 1 時 50 分
●日本語能力試験対策コースも要望に応じて
基礎科幼稚園（3・4・5 歳児対象）
開設します。また、目的に応じて学習をする
毎週金曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
チュータリングもあります。お電話でお問合
毎週土曜日午後 2 時〜午後 4 時
せください。
基礎科小学科以上
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
毎週水曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
電話：604-254-2551 Fax: 604-254-9556
/ 午後 5 時 40 分〜午後 7 時 10 分
Email: vjls@vjls-jh.com
毎週土曜日午後 12 時 20 分〜午後 1 時
Website: www.vjls-jh.com
50 分 / 午後 2 時〜午後 3 時 30 分
★教員募集：教員免許所持者・就労ビザ所有者
BC 州認可こどものくにからのお知らせ
●幼稚園科のボランティア随時募集中です。
幼児に適するようにしっかりと考えて造られ
所在地：270-6688 Southoaks
た、明るく温かい清潔な空間で、子どもたち
Cres,Burnaby（日系センター 2 階）
は楽しく学び、遊んでいます。
604-515-0980
いよいよ新学期です！新しい先生や友達に
サレー日本語学校
会ってください。お問い合わせは
cw@vjls-jh.com / 604-254-2551 芳賀まで
サレー日本語学校で日本語を学びませんか？
●「こどものくに」は、施設の広さ、莫大な
一年を通して日本文化を体験できるイベントも

多いので楽しく学習できます！ お子様一人一
人の年齢や環境を配慮した日本語教育です。
幼児科 -（月）午後４時 45 分〜６時 25 分
小学科 （月）午後４時
45 分〜６時 25 分
成人クラス -（月）午後６時 35 分〜８時 15 分
＊詳細はホームページをご覧ください
http://surreyjls.weebly.com
見学ご希望の方はメール
(surreyjls@gmail.com) にて。
＜教師募集＞
サレー日本語学校では日本語教師を募集して
います。こちらで暮らす子供達やカナダ人に
日本語を教えてみませんか。
場所：St.Luke Lutheran Church
時間：毎週月曜日午後４時 45 分〜８時 15 分
クラス：幼児科、小学科、成人クラス
資格：永住権、就業ビザ保持者で長く働いて
いただける方 / 日本の教員免許保持者または
教師経験のある方。
通常授業のほかクリスマス会、
新年会、
運動会、
お月見など楽しいイベントもあります。
メールにてご応募お待ちしております。
メール（surreyjls@gmail.com)

リッジメドウズ日本語学校
生徒募集のお知らせ
リッジメドウズ日本語学校では、幼稚科（３歳
〜 5 歳）および小学科（レベル A,B,C）の生
徒を随時募集しています。
当学校は主にピットメドウズ、メープルリッジ
地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
教育を行っています。経験豊富な日本語教師
のもと、日本の文化や教材を取り入れた授業
で楽しく日本語を学んでみませんか？リッジメ
ドウズ日本語学校では生徒さんを募集してい
ます。子供一人一人に合わせてしっかり楽し
く日本語を学べます。
場所：メープルリッジ
日時：毎週火曜日 3 時半〜 5 時半
お問い合わせ：E-mail:info@rmjlc.ca
新学期入学受付は、http://rmjlc.ca/ をご覧く
ださい。教師アシスタント、ボランティアも募
集しています。資格や経験よりもやる気重視
しているので、少しでも興味のある方を募集
しています。

さくらチャイルドケア
園児募集！
バーナビーのさくらチャイルドケアでは生後
12 ヶ月以上の園児募集をしております。週 5
日のフルタイム、または週 1 〜 4 日のパートタ
イムも受付中です。詳細につきましては Eメー
ルでお気軽にお問い合わせ下さい。見学も随
時受け付けております。
さくらチャイルドケアの特長
○規定以上の人数である2 〜３名の先生が常駐
○日本の幼稚園や保育園での経験豊富な先生方
○栄養バランスに配慮したランチ、午前と午後
のスナック提供
預かり時間：8：30am 〜 5：30pm
休園日：土日祝
ウェブサイト：
「バーナビー さくらチャイルド
ケア」で検索
E メール：inf o@sakur a childcar e.c om

ISS からのお知らせ
*General English コース
毎週月曜日入学可能
月曜日から木曜日 9:30am 〜 12:00pm （パー
トタイム・6 週間） ＄495
月曜日から木曜日 9:30am 〜 3:00pm
（フルタイム・6 週間） ＄990
移民 / 市民権保有者：パートタイム：＄300
フルタイム：＄600
*TESOL Diploma コース
月曜日から金曜日（10 月 7 日から 11 月 29 日
までの 8 週間）12:30am 〜 3:30pm ＄1280
キャリアコーププログラム
ISS ではキャリアコーププログラムの申し込み
ができます。
ディプロマの取得とさらにワークビザの取得
が可能です。
詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
*ISS の TESOL Diploma コースは TESL
Canada に認可されたコースです。卒業生は
TESL Canada Membership にアプライする
ことができ、必要条件を満たせばカナダでも
英語を教えることができます。
詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
Visit or contact: The Immigrant Services
Society of BC
#601-333 Terminal Avenue, Vancouver
Phone: 604-684-2325
email: info@LCC.issbc.org
http://www.Lcc.issbc.org
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