（平成３０年１０月５日発行）
当シルバー人材センターの２階入口に「就業案内コーナー」を設置し、『就業情報』を提供し
ておりますので、自由にご覧ください。
この内容につきましては、事務所までお越しになるか、電話でお問い合わせください。
なお、電話による仕事のご案内も従来通りおこなっております。
≪この情報をご利用頂けるのは、シルバーで現在、仕事に就いていない会員です。≫

①就学時（小学校）の健康診断準備及び受付等業務

《担当：入谷》

【募集条件】平成３０年４月１日から１０月１５日までの間で、☆１度も働いてない方で
『説明会（就業場所の決定）』に必ず出席できる方を募集します。なおこの
間で働いた日数が合計１０日以内の方は、補充要員として応募できます。
【応募受付】10 月１７日（水）・１８日（木）の２日間。先着順で５０名を受付けます。
【説 明 会】就業を希望される方は、電話で予約して下さい。日時・場所は、≪１０月２４日（水）
午後１時３０分、シルバー１階会議室≫です。※会員証必ず持参。＊説明会のあと
就業場所を決めますので、終了は午後５時頃の予定です。

【就 業 先】高槻市内全域の小学校（徒歩・自転車・バイクで行ける方。自動車は禁止。）
【就業期間】１１月５日から１１月２９日まで（土・日・祝は休み。１人２日～３日位の就業予定です。）
☆就業日と就業場所を選べますが、希望者多数の場合は、説明会場にて抽選
となります。
【就業時間】午後０時３０分から午後４時まで（３時間３０分実働）
【配 分 金】１日、３,２９０円（交通費なし）＊就業時間に関係なく、この条件です。
【そ の 他】年齢・性別は不問ですが、★机・椅子を運ぶ作業があり、体力が必要です。

②施設内の清掃業務

《担当：池田》

【就業先】高槻市塚原１丁目
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】９：００～１２：００
【配分金】１時間あたり、９３６円
【交通費】な し
【年 齢】７０歳まで男性（トイレ清掃あり）
【その他】月曜日～土曜日の間で週３日交替就業

④カート回収業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市白梅町（スーパー）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】10 時～1４時・1４時～１８時（実働 4H）
【配分金】１時間あたり、９４０円
【交通費】実 費（上限あり）
【年 齢】７２歳まで（男性）＊お客様対応経験者
【その他】土日祝含む、週５日程の交替就業

③校内の除草及び清掃・雑用業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市奈佐原（大学）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】８時～１２時（夏季７時～１１時）（４時間）
【配分金】１時間あたり、９４０円
【交通費】実費支給（条件あり）
【年 齢】６９歳まで（男性）＊暑さに強く体力必要
【その他】月～金の間で週３日～４日の就業

⑤バック受け（ポーター）及び関連業務《担当：入谷》
【就業先】三島郡島本町尺代（ゴルフ場）
【期 間】長期（条件合えば）＊現在ゴルフしている方
【時 間】６時～１７時の内、２～７時間の就業
【配分金】１時間、９３６円＊社内コンペ参加必須
【交通費】４４０円（１日）自家用車利用
【年 齢】７０歳迄男性（接客・携帯メールできる方）
【その他】土・日＋平日２日位（数ヶ月後）の就業

⑥バーベキュー施設運営・管理業務《担当：成迫》

⑦館内の清掃（風呂・トイレ等）と 関連業務《担当：成迫》

【就業先】高槻市塚脇５丁目
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】１０時～１７時（時間の増減有）
【配分金】1 時間あたり、９１０円
【交通費】な し
【年 齢】７５歳位までの男性＊体力必要
【その他】土日祝含む、月１５日位の就業

【就業先】高槻市塚脇４丁目（温泉施設）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】６：３０～９：３０（３時間就業）
【配分金】1 時間あたり、９１０円
【交通費】な し
【年 齢】年齢・性別不問
【その他】土日祝含む（週２日～相談可能）

⑧コース内の清掃業務（トイレ清掃あり）《担当：田中》

⑨駐車場管理業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市大塚町４丁目（ゴルフ場）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】６：００～９：００・１３：３0～１６：３0
【配分金】１時間あたり、1,000 円・9５0 円
【交通費】な し（自家用車利用可能）
【年 齢】６３歳まで（男性）
【その他】土日祝含む、週３日～４日の就業

【就業先】高槻市塚脇４丁目
【期 間】毎年、３月中旬頃～１１月末頃
【時 間】９：００～１５：００（多少変動あ り）
【配分金】1 時間あたり、９１０円
【交通費】な し
【年 齢】７５歳位迄（男性）＊暑さに耐えられる方
【その他】土日祝中心、繁忙期週３～４日の就業

⑩駐輪機械の利用案内及び管理業務《担当：成迫》

⑪荷受、荷下ろし、店舗開店業務《担当：成迫》

【就業先】高槻市紺屋町（松坂屋周辺）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】10 時～16 時の間で 3 時間交替就業
【配分金】1 時間あたり、９０９円
【交通費】なし
【事前登録の募集】
【年 齢】７２歳まで（男性）（丁寧な接客が必要）
【その他】土日祝含む、週３日～４日の就業

【就業先】高槻市氷室町２丁目（スーパー）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】６時～１０時（４時間）
【配分金】１時間あたり、９４０円
【交通費】な し
【年 齢】７０歳まで（男性）＊体力必要
【その他】土日祝含む、週４日位の就業

⑫マンションの清掃業務《担当：成迫》
【就業先】高槻市明野町（２棟、６階建て）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】９時～１６時（６時間）
【配分金】1 時間あたり、９０９円
【交通費】な し
【年 齢】７２歳迄（男性）
【その他】月～土の間で月１３日前後（祝日も就業）

⑬デリカ加工・品出し業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市氷室町２丁目（スーパー）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】７：３０～１１：３０（４時間）
【配分金】１時間あたり、９４０円
【交通費】な し（自家用車利用は不可）
【年 齢】７２歳まで（女性）
【その他】土日祝含む、週４日位の就業

☆第３・第４の木曜日、午後２時から午後４時まで『就業相談』

（個別）。どうぞお気軽にお越しください！

⑭調理補助（朝・昼・夕）業務《担当：成迫》
【就業先】高槻市黄金の里（特別養護老人ホーム ）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】5：30～18：30 の間（3.5～５時間就業 ）
【配分金】１時間あたり、９４０円
【交通費】実費支給（規程により相談）
【年 齢】７３歳まで（女性）
【その他】土日祝含む、週３日～４日の就業

⑯清掃（介護施設内）業務

⑮食器洗浄業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市真上町３丁目（病院）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】９：００～１５：３０・１８：３０～２１：００
【配分金】１時間あたり、９０９円
【交通費】実費支給
【年 齢】７２歳まで（女・男）
【その他】土日祝含む（週３日～４日の就業）

《担当：高橋》

⑰食器洗い・清掃・高齢者対応業務《担当：入谷 》

【就業先】高槻市北柳川町（グループホーム）
【期 間】平成３１年１月頃まで
【時 間】９：００～１３：００（４時間就業）
【配分金】１時間あたり、９３６円
【交通費】実費支給
【年 齢】７０歳まで（女性）＊風呂・トイレあり
【その他】月～土の間で、週３日位で相談

【就業先】高槻市大字田能（特別養護老人ホーム ）
【期 間】長期（条件が合えば）
【時 間】８時～１８時の間で（３～７時間位）
【配分金】１時間あたり、９５０円
【交通費】規程（距離等）により支給（自家用車利用可）
【年 齢】７５歳まで（女性・男性）＊禁煙
【その他】土日祝含む、週２～４日位の就業

⑱清掃（＋ベッドメイク）業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市黄金の里（特別養護老人ホーム ）
【期 間】長期（条件合えば）
【時 間】１日、４時間程で応相談
【配分金】１時間あたり、９４０円
【交通費】実費支給（規程により支給）
【年 齢】７０歳まで（女性）＊風呂・トイレあり
【その他】土日祝含む、週３日以上で応相談

⑳草刈機械除草業務

《担当：成迫》

【就業先】高槻市内全域
【期 間】長期（条件合えば）※季節就業
【時 間】９：００～１６：００
【配分金】１時間あたり、１，
１００円
【交通費】な し
【年 齢】７３歳まで（男性）・体力必要
【その他】経験者・機械搬送用の自家用車必要

⑲人力除草と植木剪定後の片付け業務《担当：池田》
【就業先】高槻市内全域
【期 間】長期（条件合えば）※季節就業
【時 間】９：００～１６：００
【配分金】１時間あたり、１,０００円
【交通費】な し
【年 齢】７５歳まで（男性・元気な方）
【その他】自転車・バイクで現場に行ける方

㉑家事援助・生活支援事業 《担当：髙橋》
（掃除・洗濯・買物・食事作りなど）
【就業先】市内全域（就業場所の相談可能）
【期 間】短期・長期（条件が合えば）

【時 間】１回２時間～３時間
【配分金】1 時間あたり、９５０～１,０００円
【交通費】なし（自転車・バイク利用）
【年 齢】不問（女性・男性）
【その他】就業日と時間は相談可能（事前登録）

☆第３・第４の木曜日、午後２時から午後４時まで『就業相談』

（個別）。どうぞお気軽にお越しください！

