
2017年3月25日　土曜日　＜16＞

はません校

カルチャー
センター

条件：①4月の受講からスタート　②最低3カ月の受講が必要です  　　※受講料は税込

住所／南区田井島1-2-1　ゆめタウンはません 本館2階
営業／10:00～ 19:30　（日曜～16:30、祝日は通常営業）

☎096（370）1112 リビングカルチャーセンター 検索←

今なら入会金（3240円）+1カ月分の受講料が無料。オススメ講座をPick Up!
リビングカルチャーセンターはません校  開校4周年記念キャンペーン

再発見！くまもとの歴史と
日本の歴史

月 1で文化を気軽に学ぶ。大人の好奇心を応援
4/8

（土）～
4/26
（水）～楽しく学ぶ俳句

●第②土曜　●10:30～ 12:30
●月額／2000円

●講師／花岡興史
九州文化財研究所研究部長
九州大学博士（比較社会文化）

「加藤清正と熊本城」「細川
家の情報戦略」…好奇心を
くすぐる最先端の情報を学
び、熊本・日本の歴史を見
る目を養いましょう

●講師／星永文夫
俳誌「霏霏」主宰。熊本芸
術文化功労者、くまもと
県民文化賞など数々の受
賞歴あり

●第④水曜　●10:30～ 12:30
●月額／2000円

まず季語を学び、理解を深
めてから自分の思いを俳句
に。先生に自分の作った句
を添削してもらえるので、
初心者でも安心して楽しく
始められます

特選！ハッピーライフ
整理講座

役立つ整理収納術を短期講座で取得
全4回
水曜

●4/5・12・19・26（水曜）
●10:30～ 12:00
●料金／1万 800円　●定員15人

●講師／キタノヒロミ
NPO法人ハウスキーピング協会
公認講師、心理環境コンサルタン
ト、整理収納アドバイザー1級

4/30
（日）整理収納アドバイザー

2級認定講座

①開運整理②防犯整理③生前整理④
物の手放し方の4つの整理収納術を
伝授。毎日の生活が楽しくなる、目
からウロコの片づけ方！

短期講座につき
キャンペーン除外

● 4/30（日）10:30～ 17:30
●料金／2万 3100円

NPO法人ハウスキーピング協会の
認定講座。1日で片付けのポイント、
収納手順、空間利用のコツを学びま
す。認定テスト後に資格が取れる、
ほぼ合格率100％の人気講座です

キッズからシニア、仕事帰りにも通える、全80講座
こちらも入会金0円＆4月の受講料無料でＯＫ！

＊入会の申し込み・問い合わせはこちらまでお気軽に！

各講座の概要は
ＨＰでチェック！

シニアのための健康麻雀
月・水
午前

●第①②③月曜（初心者）／第①②③水曜
●10:30～ 12:30
●月額／4730円

●講師／築地孝昭
熊本健康麻雀協会理事長

脳活トレーニングに最適、
認知症予防にも期待大。1
卓に1人講師がつき基礎か
ら丁寧に指導。月曜は特に
初心者大歓迎です

人気に応え月曜を“初心者対象に”
オリタヒチ（タヒチアンダンス）

火曜
夜

●第②③④火曜
●20:00～ 21:00
●月額／4730円

●講師／田崎蒼衣
吉永フラ・タヒチアンダン
ススクールスクール
トップインストラクター

全国的な大会でも数々の上
位入賞歴を誇る講師が担当。
タヒチならではの楽しく、
激しく、キレイに踊って、
リフレッシュ＆シェイプUp

話題の新講師登場！華やか＆爽快

買 取 り

ピアノ即高価現金買取！
古くても45年位前までOK。見積無料
九州ピアノ　10120-677-250

引越･片付け･清掃･不用品･ゴミ処分
家具移動・エアコン・全国チェーン
ベンリー熊本健軍店10120-85-5439

第RH０４－０１号

引 越 し

単身者から家族引越し９時～２３時
不用品処分承ります｡無休見積無料
赤帽寺中運送　10120-488-840

赤　帽
引　越

処分したい車高価買い取り！どんな
車もOK!(廃車手続き･レッカー無料)
オートセラー　☎096-389-6603

ゴミ処理＆引越（赤帽）の事なら！
早い・安い1０１２０-９６９-５３８
HP検索は「KK環境サービス」で！

第０８R－２８号

ゴ ミ 処 理 ・ 掃 除

日本お片付け協会家財整理士で安心
出張専門買取回収リサイクルーチェ
何でも査定熊本検索10120-13-7788

出張
専門

買取
回収

日本お片づけ協会安心家財整理士

何でも査定　熊本 検索 ▲ ■

リ フ ォ ー ム

六畳間で床のフローリング貼りと
内装クロス貼替えどちらも4.9万円
から(株)すみゆう　☎096-349-7088 〒861-8010　熊本市東区上南部2-6-85

☎096-285-5980

フリーペーパー等のポスティング
熊本市

ドライバー兼配布員：日給7000円～
配布員：日給6400円～

8:00～17：00　週2～3日程度

株式会社さくらデータサービス

内容■フリーペーパー・チラシ等の住宅地図
を使ったポスティングおよびドライバー
資格■要普通免許
待遇■各種保険完
備・制服貸与・正社員
登用制度有
応募■電話連絡の
上、写真付き履歴書を
持参してください

パ

給

エリア配布員　同時募集中
ぜひ一度お問い合わせください

ア契

地
時

〒812-００３６福岡市博多区上呉服町2-15
☎092-282-5029

オーダースーツのアドバイザー
中央区上通町1-25、M’S1（エムズワン）ビル2Ｆ

20万円～23万円　試用期間３ケ月あり
10：00～19：00

オーダースーツ「ＳＡＤＡ」熊本店
㈱スーツレボリューション

内容■メンズ＆レディースのオーダースーツの
アドバイザー。お客様の生地・裏地、デザインを
一緒に決め採寸し、スーツを一緒に作り上げる
資格■簡単なパソコン操作のできる方
待遇■社会保険完備・交
通費全額支給、産休・有給
制度・社員割引・昇給あり
応募■「リビング見まし
た」と、お気軽に連絡下
さい

給

全国に38店舗展開中、将来、
店舗をお任せする人材を全力でサポート

正

地

時

〒862-8680　
熊本市中央区大江2-5-1、学生会館1階

担当：中山・坂井☎096-363-7408

コンビニスタッフ

熊本市中央区大江2-5-1

時給715円～

9：00～14：00、12：00～17：00
（週1日～時間応相談）

ローソン熊本学園大学店

内容■接客・レジ業務・商品陳列作業など
資格■未経験者歓迎
休日■土日、祝日、お盆、年末年始休み（春・夏
　　　休み中、長期休もＯＫ）
応募■「リビングを見ました」とお気軽にご連
　　　絡下さい

パ

時

給

平日のみの勤務。急なお休みにも対応
なので、子育てとの両立も可能です

地

〒869-1106　菊池郡菊陽町曲手838
☎096-232-0123

①ゴルフ場受付スタッフ　②キャディ

熊本空港カントリークラブ

①月給15～18万円　パートは時給850円
②月給14～28万円　パートは日給7500円

①6：00～18：00（シフト制）
②6：00～17：00の中で5ｈ程度（シフト制）

熊本空港カントリークラブ

内容■①ゴルフの予約・受付②プレーヤーの
手助け、コース案内など
待遇■車通勤可、
通勤手当、制服貸与、
社保完備
休日■シフト制
応募■お電話でまず
ご連絡下さい

名門ゴルフ場で楽しく仕事！　時間は応相談
体を動かすのが好きな人にぴったり

正

地

時

給

パ

担当：緒方・宮本

〒862-0968
熊本市南区馬渡2-17-5
☎096-243-3322
　熊本支社担当／久保田

ホールスタッフ

勤務地■・龍田ホール：北区龍田1-2-9
　　　・光の森ホール：北区龍田町弓削833-2
　　　・清水ホール：北区山室4-1-12
　　　・麻生田ホール：北区清水新地4-5-48
　　　・島町ホール：南区島町4-15-1
　　　・はませんホール：南区出仲間6-12-7
　　　・横手ホール：西区横手3-1-27
内容■ご来館されたお客様のお出迎え、ホール
　　　案内、お茶出し、清掃など
資格■未経験者大歓迎！　研修（最長3カ月）あり
待遇■社会保険完備、年次有給休暇、交通費規定内
　　　支給、マイカー通勤ＯＫ、半期ごとの人事考課
　　　制度により賞与年２回、社員登用制度有

あなたのライフスタイルに合わせて
勤務日数を調整して働くことも
可能です。まずはお気軽にお電話を時給770円～920円

※未経験研修時給720円

①10：00～16：00(ホール業務）
　週3～5日応相談
②16：00～20：00（お式対応業務）

時

給

主婦多数活躍中！
未経験の方でも無理なく働けます

パ

家族葬のファミーユ

( 担当／育成班 )

〒８６０-０８０４熊本市中央区辛島町67-1

☎096-325-0111（担当／東）

ホテルスタッフ
9:30～14:00　
時給800円　

内容■客室清掃　待遇■車通勤可、制服有、
通勤手当有。週2日～応相談。未経験者大歓
迎！丁寧に教えます　応募■お気軽に連絡を
ホテルクラウンヒルズ熊本

パ

時
給

ア

〒861-8029熊本市東区西原3-1-35　ONOビル5Ｆ
　0120-976-179　担当／田代

入力業務
8:00～17:00
時給900円　※勤務地：南区城南　

内容■トラックの重量をＰＣへ入力　休日■日・
祝　待遇■交通費支給、各種保険完備　資格■
未経験者歓迎　応募■まずはお気軽にお電話を
サポートグループ株式会社

時
給

パ

役 立つ 助 かる 楽  しい
あなたのための 得 情報

申込方法などは検索を！ リビング熊本 検索※広告内の価格表記は税込みです。

リビング求人情報
【求人の表記】 給 …給与

時 …勤務時間ア …アルバイト

地 …勤務地

契 …契約社員

正 …正社員 パ …パート

医療法人社団 御幸会

熊本市 南区御幸笛田2-15-6（東バイパス沿い） ☎096-378-0345

看護師熊循で
働く

正職員 看護助手 調理スタッフ
パート

担当/玉﨑　

■まずは気軽にお問合せ下さい

特別な資格も経験も必要ありません！

15万5000円～＋通勤手当（上限1万円）
夜勤手当あり（5200円/月4回程）

日勤8：30～17：00　早出7：00～15：30
遅出10：30～19：00　夜勤16：30～翌9：00

＜基本給＞経験により加算あり

（三交替＝準夜16：30～24：00/深夜23：30～翌9：00）
（二交替＝夜勤16：30～翌9：00）

給
19万8000円～＋通勤手当（上限1万円）、夜勤手当あり
＜夜勤手当 ＞（月平均4回程）
　三交替 準夜／5500円　深夜／6500円
　二交替 夜勤／1万2000円

内容■看護師の指示で看護業務補助（病棟・病室の
環境整理や患者様の身の回りのお世話等）をする充
実した仕事です。※資格はいりません。未経験者もどうぞ

　休日/シフト制
　　　希望休あり
　※特別手当・年2回
　　マイカー通勤可
　　駐車場無料
　　制服貸与

熊循の調理チームの皆さん

担当/花田・中山
☎096-378-0345■まずは気軽にお問合せ下さい

時

7:30～12:30
または
8：30～13:30

院内の見学も行っております

給

時日勤8：30～17：00　

正職員

（勤務時間応相談）
時給750円給

時

＋通勤手当
（試用期間あり）

昇給・給与 ■ 昇給：年１回　　賞与：年２回（昨年実績4.5カ月分）
休日 ■ シフト制、夏季・年末年始・有給休暇・慶弔休暇あり
待遇 ■ 退職金制度あり、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険あり
          産休・育休制度あり

覚えた病院食は
家族の健康にも
役立ちますよ!

　※特別手当・年2回
　　マイカー通勤可
　　駐車場無料

未経験でも
一から丁寧に
教えます!

  残業はほとんどなく、有給
休暇取得も可能です。子供の学校行
事や急な病気でも大丈夫！ 色々な年
代の人と助け合い楽しく働いています

30代スタッフ


