






　 ◎ヤクルトの仕事のメリットと良くある質問！
　　☆幼稚園や学校行事等の参加をする為の時間取りが出来ます
　　☆商品の買い取りや販売ノルマはなく、安心して働けます
　　　☆職場見学も行っていますのでお気軽にお問い合わせください
　　☆20代～60代まで幅広い年代の方々がヤクルトスタッフとして活躍しています

岩見沢ヤクルト販売㈱ 〒 岩見沢市 条東 丁目 番地

℡ － － ホームページ

私達は自信と情熱でヤクルト商品を通じて、地域の皆さまの健康で明るい生活づくりを応援しています。

◎業務内容 ★ヤクルト商品及び健康情報のお届け

◎時間帯 ① ～ 頃迄 ② ～ 頃迄

◎収 入 ①８万円以上 ②１０万円以上

◎条 件 ★年齢不問 ★要普通自動車免許

◎休み 第 土曜日・日曜日・祝祭日

◎待遇 託児所か保育料助成、交通費助成、年 回ミニボーナス

正社員登用、退職金、休業制度

～ヤクルトスタッフにインタビュー～

最初はお客様に受け入れていただけるか不安でしたがお届けして

いるとお客様から「頑張ってね」「気を付けてね」と優しい言葉をいた

だき、とても励みになります。何より託児があるので子供を安心して

預けられます。働きたいと考えている方はとりあえずセンター見学に

来てみてください♪

仕事仲間が皆先輩なので、仕事の相談はもちろん、子育ての相

談も出来て楽しく仕事が出来ます！仕事をする前は人と話す事が

苦手でしたが、色々な人と接する事で人の温かみが沢山感じられ

て人生の先輩にも沢山出会えた事に感謝してます。私はお客様も

スタッフも大好きです！気になった方はスタッフに聞いてもセンター

に遊びに来ても良いですよ♪託児も見学が出来ます♪

【 ヤクルトスタッフの魅力を教えてください♪ 】

★ヤクルト岩見沢サービスセンター 小林スタッフ 勤続年数 ４か月 ★

★ヤクルト岩見沢サービスセンター 千葉スタッフ 勤続年数 14年
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●アレンジフラワー講習会(11月)/クリスマスケーキ講習会(12月)/即席漬物講習会(1月)
　落花生ドレッシング作り(2月)
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【主催】

ごみと環境を考える市民の会

ごみのより良い始末を進める市民会議

【後援】

岩見沢市

持ち込みの詳細については

裏面をご覧ください。

平成３０年

３月２１日（水・祝）
午前１０時～午後３時

まなみーる（文化センター）展示室
（９条西４丁目１番地1）

開催

日程

まだ、着られる状態なのにタンスの奥にしまわれたままになっている

洋服はありませんか？ 使いたい方が、どこかにいるかもしれません。

そうした衣類の持ち込みを受け付け、市内で衣類の再使用（リユース）

につながるイベントを開催します。

皆様からの衣類のご提供、並びにご来場をお待ちしております。

捨てるのは

もったいない
欲しいものが

見つかった！

平成３０年

３月６日（火）～１６日（金）
①岩見沢友の会 友の家

（２条西１２丁目４番地１）

②クリーンエコ

（３条西４丁目）

衣類の

持ち込み

持ち込む人のルール 持ち帰りたい人のルール

①家庭の不用品に限ります。

②再使用（リユース）できないものはご遠慮ください。

③持ち込みは無料です。

④持ち込み時に状態を確認させていただきます。

持ち込めないものは、お持ち帰りいただきます。

①環境啓発活動の資金とするため、持ち帰りの際は

募金へのご協力をお願いします。

②持ち帰りは、お一人様１０点まででお願いします。

③品物をめぐるトラブル、会場内でのトラブルにつ

いては一切の責任を負いません。

④営利目的の参加はご遠慮ください。

マイバッグを

持参願います

・紳士服　・婦人服　・子供服
・市内中学校の制服

※素材は問いません
※いずれも洗濯済みのもの

・下着、靴下　　・着物
・帽子、手袋などの服飾小物

・洗濯していないもの、汚れ・臭い
　のひどいもの、破れ・ほつれのあ
　るもの

※持ち込み時に状態を確認し、受け取りをお断りすることがありますので
　ご了承ください。

岩見沢市

住 所：２条西１２丁目４－１

受付時間：午前１０時～午後３時

①

②

住 所：３条西４丁目
（であえーる岩見沢駐車場ビル１階）

受付時間：午前１０時～午後５時

※３月１２日（月）休業日

【お問合せ】ごみ・環境総合案内所クリーンエコ ☎３１－１１５３
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平成３０年

３月６日（火）～３月１６日（金）
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洋服はありませんか？ 使いたい方が、どこかにいるかもしれません。

そうした衣類の持ち込みを受け付け、市内で衣類の再使用（リユース）

につながるイベントを開催します。

皆様からの衣類のご提供、並びにご来場をお待ちしております。

捨てるのは

もったいない
欲しいものが

見つかった！

平成３０年

３月６日（火）～１６日（金）
①岩見沢友の会 友の家

（２条西１２丁目４番地１）

②クリーンエコ

（３条西４丁目）

衣類の

持ち込み

持ち込む人のルール 持ち帰りたい人のルール

①家庭の不用品に限ります。

②再使用（リユース）できないものはご遠慮ください。

③持ち込みは無料です。

④持ち込み時に状態を確認させていただきます。

持ち込めないものは、お持ち帰りいただきます。

①環境啓発活動の資金とするため、持ち帰りの際は

募金へのご協力をお願いします。

②持ち帰りは、お一人様１０点まででお願いします。

③品物をめぐるトラブル、会場内でのトラブルにつ

いては一切の責任を負いません。

④営利目的の参加はご遠慮ください。

マイバッグを

持参願います





企画展 

「辻村もと子の生涯 

     ‐志文が生んだ樋口一葉賞作家‐」 
平成３０年２月１３日（火）～３月２５日（日） 

会場：岩見沢郷土科学館  
※入館料 一般３１０円 小中学生１００円 
 『馬追原野』で昭和１９年に樋口一葉賞を受賞し、昭和の女流作家として  

 活躍した辻村もと子。岩見沢志文に現存する貴重な文学資料を展示し、もと  

 子が歩んだ足跡をたどります。 

  文学岩見沢の会が刊行する『山脈
やまなみ

』の生原稿は初公開！ 

文学トーク 

「ふるさとの作家 辻村もと子を読みとく」 
平成３０年２月２５日（日） 午後２時より 

会場：岩見沢市立図書館  

※参加無料 
 辻村もと子の未発表原稿に描かれた岩見沢のすがたを、解説と朗読で再現。 

 岩見沢郷土科学館企画展「辻村もと子の生涯」の見どころもお話しします! 

 〇辻村もと子の作品に描かれたいわみざわ 

  ・解説 辻村家資料研究会 代表 村田文江さんほか 

  ・朗読 朗読ボランティア 高橋美智子さん 

 〇辻村もと子『山脈』
や ま な み

によせて 

   文学岩見沢の会 代表 堀 利幸さん 

特別展示「市民文芸誌 文学岩見沢のあゆみ」 

平成３０年２月３日（土）～２月２７日（火） 

会場：岩見沢市立図書館 
 市民の手で昭和４４年から刊行を続ける総合文芸誌「文学岩見沢」の歴

史をたどり、創刊号から最新９６号まで一挙に展示！ 

お問い合わせ 

  岩見沢市立図書館 
    春日町２丁目１８－１ 

    ＴＥＬ ０１２６－２２－４２３６ 
  

岩見沢郷土科学館 
 志文町８０９－１ いわみざわ公園内 

 ＴＥＬ ０１２６－２３－７１７０ 
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