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美 パ …パート

委 …委託業務

ア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

派 …派遣社員

～熊本復興のためには

リビング
1月
特別版

●次回掲載は2月4日号です

医局秘書
時間／8：30～17：00、土日祝休、詳細はＨＰ
資格／短大卒以上、ＰＣ入力必須
待遇／熊本大学有期雇用職員規定
応募／履歴書郵送、選考後面接

熊本大学医学部
放射線診断学分野

〒860-8556　熊本市中央区本荘1-1-1

☎096-373-5261 担当：税田（サイタ）

契約社員

食品レジ募集
時給／850円　場所／本館地下2階
9：40～19：10（休憩90分） 18歳以上
（高校生不可）【週3～5勤務】　電話後、履
歴書（写真付）ご持参下さい【駐輪場有】

鶴屋百貨店
中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：今田

株式会社

ア

明るくきれいな環境で多くの女性(20～40代）が活躍中！！
商品発送・社員食堂スタッフ同時募集！！　
【契約社員】
募集人員／10名（うち調理スタッフ2名）
職種／①商品発送スタッフ　②調理スタッフ
内容／①商品の発送・検品業務 他
　　　②社員食堂の献立を調理するお仕事
　　　※実務経験もしくは要調理資格
時間／8：30～17：30（実働8時間）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、
　　　夏季・冬季休暇、年末年始
給与／月給15万円（昇給有）、賞与（年２回）、
　　　正社員登用制度有
　　　※研修期間１カ月は時給750円
待遇／交通費支給（当社規定）、
　　　雇用・労災・健康保険、厚生年金
　　　制服・社員食堂有・定期健康診断有

【パート】
募集人員／10名程度
職種／Ⓐ発送スタッフ　Ⓑ調理補助
内容／Ⓐ商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
　　　Ⓑ社員食堂の調理補助、盛り付け、片付けなど
時間／Ⓐ8：30～17：30（実働8時間）
　　　ⒶⒷ8:30～14：30
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
給与／時給750円～900円
待遇／Ⓐ雇用保険・社会保険加入Ⓑ雇用保険
　　　 ⒶⒷ交通費支給（当社規定）、制服貸与

充実した業務サポートを行い、
未経験の方でも安心して働けます
学校行事や休みシフト対応可能

業務拡大のため　契約社員・パート　同時募集契約社員 パート

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

☎096-385-6226   http://550229.jp
担当／総務人事課 月～金9：00～17：30（土・日・祝休） JR水前寺駅から徒歩3分

私の役割を実感しつつ、将来のビジョンに向かって
職業スキルを高めたい。

ツクイのデイは身体で覚えた
介護技術が生かせます
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ーこの仕事を始めたきっかけとやりがいは？
郷田さん（以下敬称略）：資格をとって、安定した仕事に就き
たいと思い、介護ヘルパー２級をとり入社しました。入社当
時は子どもが小さかったので、時間の融通がきくパートから
始めて、9カ月目に契約社員に。昨年、介護福祉士の資格をと
り、今は５年目になります。やりがいを感じるのは、私の介助
で、以前はできていたことが、再びできるようになられたと
き。「ありがとう」と言ってもらえるのが一番うれしいですね。
ー会社のいいところ、今後の目標を教えてください
郷田：私は、8:15～17:30の勤務ですが、午前中のみや午後
のみの人など働き方はさまざま。
全国規模の会社なので、福利厚生
もしっかりしているし、周りのスタッ
フのサポートがあるので、家庭との
両立もできています。今は、ケアマ
ネジャーの受験に向けて取り組ん
でいます。熊本田井島 （介護福祉士）郷田 さんツクイ Staff 

既存6施設のスタッフ正 パ

ツクイデイサービス 検索

待遇面の
よさが魅力

介護職／18万4400円～　
　　　　（パ）資格 880円　無資格 840円
看護職／21万1900円～　  調理／840円～　
送迎／800円～　OT、PT／21万1900円～　 
　　　　（パ）正看、OT 1250円　准看、PT 1220円
生活相談員／20万9900円　
　　　　（パ）社会福祉士 1220円　他資格 1110円
ケアマネ／経験など考慮、面談にて

時間／8：00～18：00（実働8h）　
休日／希望休シフト制　　
待遇／各種手当、昇給、賞与

体
操
も
笑
顔
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し
く

中央区坪井 6-33-20
東区下南部 1-3-125
東区長嶺南 3-1-120

☎096-341-5102
☎096-386-8355
☎096-386-5535

熊本坪井
熊本下南部
熊本長嶺

東区東野 1-16-16
南区田井島 2-1-6
合志市幾久富 1904-4

☎096-365-3126
☎096-377-5775
☎096-348-6120

熊本東野
熊本田井島
合志

給：正/20万5000円～＋諸手当　パ/1000円～
1100円（勤務帯による）　時／平8:45～18:30、土
8：45～16：00　パ/週25時間程度（応相談）、週3
日午後勤務有（シフト制）※電話後、履歴書送付

みうら小児科クリニック
東区下江津7-7-20

☎096-379-0055 担当：三浦

正 パ 看護師

学童保育支援員募集
時間／12：00～19：00の間　4～5h程度
　　　月１回程度土曜勤務あり
休日／日、祝日　時給／810円～
電話応募後、履歴書ご持参ください

南ヶ丘小学校学童保育
なかよしクラブ
合志市幾久冨 1909-1305

☎096-288-2844 担当：前田

パ

グループホームでの介護業務全般
介護への情熱が私の仕事の原動力
ボランティアとして友人に誘われ
お手伝いを始めたのがきっかけ
いつしか自分の仕事に

「いっしょにやりましょう」
スタッフみんなで
お待ちしています

東区秋津町秋田171-2（秋津レイクタウンそば）

今では介護福祉士、ケアマネージャー
の資格を取り、日々たくさんのことが新
たなやりがいになっています

昨年9月オープンに伴いリーダーとして
経験を振り返りながら、スタッフとのコ
ミュニケーションをモチベーションに変え
て、楽しく仕事ができる環境を作りました

新しく仲間をお迎えして一緒に頑張っていきたいと思います
ヘルパー2級等（契）／15万5000円～経験不問
早出／7：00～16：00　遅出／11：00～20：00
日勤／9：00～18：00　夜勤／16：00～翌9：30
福利厚生、待遇《充実》　見学にお越し下さい

☎096-360-5050

契約

時間相談可　調理補助
資格経験不問　時給／730円＋通勤手当
時／10：00～15：00　休／日祝・隔週土日
雇用保険、労災保険、時間により社保加入
年休6ヶ月後取得、電話後履歴書送付、面接

済生会しらふじ保育園
〒861-4112　熊本市南区白藤3-2-70

☎096-357-2551 　担当：森本

パ 給食（離乳食）管理・調理　栄養士
健康、厚生、雇用保険、労災保険【安定】
月給／規定による　通勤手当あり

時／8：00～17：00　応相談　休／日祝・隔週土日
年休6ヶ月後取得、電話後履歴書送付、面接

済生会しらふじ保育園
〒861-4112　熊本市南区白藤3-2-70

☎096-357-2551 　担当：森本

パ

和風レストラン庄屋　ホール・キッチン
なーんかほのぼのとしていて
庄屋の雰囲気はいいんですよね！
希望条件で、かけもち、短期、自由
中高年のミセスさん　頑張っています

年齢経験不問、バイトデビュー
女性活躍　積極継続採用中
日祝手当＋50円／h加算

まずは好きな時間からスタート
扶養内、平日のみ、さまざま
自分のプラスワンのために…
《採用職》　ホール、キッチン
時間／10：00～23：30　希望時間で
給与／①十禅寺店　830円～　
　　　②サンロードシティ店　800円～
交通費別途、制服貸与、食事券支給
さらに食事付
その他多数時給加算制度あり

ア パ

十禅寺店
南区十禅寺 2-8-6 くまもと食遊楽園内
☎096-319-1221

サンロードシティ店
東区東町 3-3-3
☎096-331-4656

2月新店OPEN　イタリアン　マルゲリータ
生パスタとハンバーグのお店
「イタリアンカフェレストラン」
OPEN時給850円～　5月以降800円　別途手当有
規定交通費、制服貸与　その他面談時
①10：00～　②17：00～ or 18：00～
●週1日～、1日3～5hOK
●1日8hのフルタイム勤務も大歓迎！
●扶養内勤務可！ＷワークもOK！

平日のみor土日祝のみもOK!
オープニング募集!!

〒857-1162 佐世保市卸本町16-2 （本社）

パ ア

イタリアン マルゲリータ
ゆめタウンサンピアン店
㈱庄屋フードシステム

0120-1818-34 担当：西村

定食屋百菜旬で働こう！
5月末迄　時給900円　日祝手当
笑顔手当・制服貸与・夜食事付・報奨金制度
定食屋の調理・接客・年齢経験問わず
時給6月以降　850円＋規定交通費、車通勤可
9:30～22:00　週1日～、1日4h～希望時間

【おすすめポイント】ショッピングモール内に
オープンした新店舗　みんな一緒のスタート

スタッフ向けのおいしい食事あり
日祝手当プラス50円／1h

定食屋百菜旬
イオンモール熊本店
上益城郡嘉島町上島2232

096-235-6280

アルバイトパート

短時間　保育士
現在20名の保育士活躍中、未来づくりを
共に実践しませんか 《事前見学受付》
時／9:00～13:00（4h） 週4～　時給／850円
有資格者の方、無理なく働けます　他相談

大江保育園
中央区大江2-1-18（熊本学園大そば）

☎096-364-2090

パ マッサージ師・整体師
有名公共施設などからのご依頼
安心して技術取得も可能です　

時間／17：00～　希望時間可　寮、送迎有
給与／出来高制、日払い　勤務経験不問

東京堂マッサージクラブ
西区二本木1-2-24

☎096-356-1041

委

①常勤看護師　②理学療法士
久しぶりに社会復帰したい方
資格をこれからのキャリアに
活かしたい方　実務経験がない方
年齢不問　いずれも歓迎です
①正看護師22万円～　准看護師17万円～
3交替・2交替・日勤帯のみ シフト交替制
8:30～17:30・16:30～9:00・10:00～19:00
休日115日　年齢、経験、前職を考慮いたします

②常勤（PT・OT）日勤帯のみ
8：30～17:30　22万円～　休日115日

職場見学随時受付

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

正社員 パート

扶養内・学生・未経験《接客・販売》百貨店で働こう !
百貨店でのお仕事に興味はありませんか？
1日～短期・単発など効率よく働けます
未経験・高校卒業見込みから幅広く募集

中央区京町1-14-8スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪

（有）南九州マネキン紹介所

派

厚生労働大臣許可（般）43-010089、43-ユ-010004

販売ノルマ一切ありません　初心者でも安心して働けます
時給／950円～1200円＋交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5～8h ※シフト制
■新着情報
① 「バレンタイン会場」　2/1（水）～2/14（火）
時給／1200円～+交通費　時間／9：00～19：30　実働7.5h～
② 「駅弁会場」　2/1（水）～2週間程度
時給／1000円～+交通費　時間／9：00～19：30　実働7.5h～
③「ブランド・雑貨・アクセサリーなど」　各売場、テナント　即日～応相談
時給／1100円～　時間／9：00～19：30　実働7.5h～
学生、ミセスに人気の「短期」でスタートしませんか
まずは電話で面接日を予約

百貨店内いろんな職種多数同時募集!!
kyuujin.zensyokyo.org多数掲載中
お仕事情報チェックしてみて!!

肉屋のイタリアン『テットリーノ』
市電『通町筋』駅より徒歩2分
車・バイク通勤OK
和やかな雰囲気の職場です
意欲重視の採用　経験問いません

新しいチカラ大募集
美味しいまかない付き
働くことをあきらめないで

中央区手取本町 3-9-1F （熊本市役所から徒歩1分）

☎090-9075-5767 担当：こじょう

連休も取得可能　シフトによっては土日休み

①ホール（パ・ア）　1日3h週2日～OK！
a）10：00～16：00　時給900円～
b）18：00～22：00　時給1000円～　研修あり
休日／シフト希望休申告制　各種手当

②調理補助（正）　時／9：00～23：00　実働8h
給与／17万6000円～（経験による）
　　　残業代、各種手当別途
休日／シフト週休制

子育てママさんも働きやすい
《ランチ大募集》 そろそろ働こうかな！
一緒に働けることを楽しみにしています

正 パ ア

☎096-351-5047

接客・調理 各1名
給／17万円～（経験により）  交通費＋時間外手当
4～6日休　10：00～24：00内シフト 《安定正社員》
月収目安：24万円～30万円　女性スタッフ在籍中
※経験不問、履歴書郵送、店舗で面接

雑魚屋 熊本東急REIホテル店

〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

0120-1818-34 担当：西村

㈱庄屋フードシステム

正

JR豊肥本線

熊本銀行
国府電停

水前寺駅

新水前寺駅

ロッキー

競輪場通り

健康家族ビル

ローソン

水前寺共済会館

新水前寺駅前電停


