しりべし

夏の就業フェア

2018

Summer Job Fair 2018
NISEKO, ShiriBeshi

春からのお仕事、紹介します！
～せっかく来たのに、「冬だけ」なんてもったいない～
What do you think of extending your stay after the winter of 2017-2018?
You can find your new job, home and experiences
the local way of life in the spring/summer season!

2/26(Mon) - 3/2(Fri) 2018
Everyday 12:00 p.m. - 7:00 p.m.

@hifaru188 5F
EVENT SPACE
（会場の住所・地図は
裏面をご覧ください）

お問い合わせ先： 北海道後志総合振興局 商工労働観光課
[E-MAIL] shiribeshi.jobconsultant@gmail.com
[TEL*] 0136-23-1362
*When you need to contact in English, please call to +81(0)50-3630-9858.
Available 10:00 am - 4:00 pm on weekdays except for Japanese holidays.
2018年春以降の求人情報も募集しています。詳細は上記へお問い合わせください。

Eメール専用
QRコード
You can send e-mail
by this QR code.

「しりべし夏の就業フェア」
とは？
ニセコ・キロロ・ルスツなどの冬期リゾート
で知られる後志地域では、春から秋にかけても
農業、林業、食品加工、アウトドアガイド、レ
ストランや温泉、その他観光施設のスタッフな
ど、多くのお仕事の求人があります。

せっかく後志に来たのに、冬しか知らないの
はもったいない！次の冬までの間、この地域で
引き続き働いて、この土地のグリーンシーズン
ならではの風景、おいしい食べ物、涼しい夏を
楽しみませんか？
2/26から3/2の5日間、ひらふ坂のhirafu188
で開催する「しりべし夏の就業フェア」では、
2018年4月以降から始められるお仕事の求人を
多数揃えて、皆様をお待ちしています。予約不
要、入場無料。単なる情報収集も大歓迎です。

住居が必要な方には住み込み可能な求人の紹
介も行いますので、遠方からお越しの方もお気
軽にご参加ください。（住居だけの紹介はいた
しませんのでご了承ください。）
ご来場をお待ちしています！

What is
“Summer Job Fair”?
Do you enjoy life in Niseko?
Do you love here?
If yes, we hope you may think about extending
your stay and experience the summer Niseko.
If you are a holder of Working Holiday or
other valid work visa, we can introduce your
new employer after your winter job.
"Summer Job Fair 2018 NISEKO, Shiribeshi"
provides you an opportunity to find new job in
Niseko and its surroundings, called "Shiribeshi",
from spring/summer season.
With English speaking staff, we will introduce
job postings (and home) available for foreigners
and arrange job interview, according to your
desirable job types and working period.
You don't need any reservation or fee to join
this event. Please come and visit hirafu188
event space from 12:00 p.m. to 7:00 p.m. while
5 days from Feb 26 to Mar 2.
We look forward to seeing you there!

詳細はこちらから／FOR MORE DETAILS…

北海道後志総合振興局 産業振興部 商工労働観光課
しりべし「まち・ひと・しごと」マッチングプラン無料職業紹介所
(Hokkaido Government Shiribeshi Subprefectural Bureau Job Matching Service)
〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北１条東２丁目
OFFICIAL WEB SITE
（日本語）www.shiribeshi.pref.hokkaido.g.jp/ss/srk/matching/j_top.html
（English）www.shiribeshi.pref.hokkaido.g.jp/ss/srk/matching/e_top.html

マッチングプラン
Webサイトへはこちらから
Please visit us
From HERE

フェア会場(EVENT VENUE)：

hifaru188
5F EVENT SPACE
〒044-0081
北海道虻田郡倶知安町字山田188-9
188-9 Yamada, Kutchan-chou
Abuta-gun, Hokkaido
044-0081 JAPAN
◇このチラシは、北海道を応援する皆様からお寄せいただいた「ふるさと納税」を活用して作成しています。詳しく
は北海道公式ふるさと納税ページをご覧ください。http://pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/furusatooentopppage.htm

