
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年8月12日号 〈32Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は13ページに掲載

夏季休業の
お知らせ

熊本リビング新聞社は
8/13（日）～15（火）休業となります

8月 19 日号は通常通り配布します

＊8/12（土）は、正午まで営業
＊リビングプロシードは、8/11（祝・金）～15（火）休業
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あて先／〒860-8511　熊本市中央区水道町8-6
　　　　朝日生命熊本ビル ８階　採用担当

問合せ／熊本リビング新聞社 総務部 ☎096-359-3311
9:30～18:30（土~12:00）日祝休

新卒採用 正社員（営業部）募集

◆必要書類／履歴書　   【募集職種】一般職 （営業部 若干名）＊既卒可

カルチャーセンター運営では、知的好
奇心を刺激する約80もの講座を展開
し、新たな文化の浸透に貢献。また、
他企業との連携によるイベント運営
や、結婚情報誌「レイウェディング」で
の幸せな結婚へのサポートなどで、熊
本をより元気に盛り上げています。

熊本の人、企業、地域を

熊本市内約80％の家庭をカバーする
生活情報紙「リビング熊本」で、広告
主や地域の想いをカタチに。震災直
後には号外を発行したり、LINEなど
SNSとの連動を進めたり…。「今、本当
に必要な情報はなにか」「熊本のため
に何ができるか」を考え、情報を届け
る橋渡し役として“生活”に役立つ情報
を広く発信しています。

メディアで“つなぐ”

つなぐ仕事です。

締切間近です！

＊応募方法・給与・待遇等、詳しい情報は「リクナビ」「就活ナビ」をご確認ください

熊本リビング新聞社 2018年度

■こんな人を待っています！

気配りができる

何事にも好奇心旺盛広告が好き
広告主のニーズを的確にとらえ
読者を動かす広告を作る

社会で起こっていること、熊本
の新しいもの・ことに敏感で、そ
れをみんなに発信したい人

広告主・読者・会社の仲間…、相手が自分に何を
求めているか考え、アクションを起こせる人

お盆期間中（8/13～15）は休業とさせていただきます

１次選考（書類）応募 8/15 火 必着

生活を豊かにする事業も

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


