
＜17＞　2019年2月16日　土曜日

広告のお申し込み

+制作費540円

1枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8640円）

＜掲載料金例＞

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

TKUヒューマン

担当：森本
FAX050-1351-3763
☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

担当：藤本
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●次回掲載は
　　3月2日号です

委 …委託業務

パ …パート ア …アルバイト

正 …正社員

紹 …紹介

契 …契約社員

簡単な手作業
《 羽根の準備と点検など 》

時間／9：00～16：00　月17日程度
土日祝他休み　学校行事参加可
複数人で仕上げます　時給／770円

タカハシ弓具店
中央区大江 4-17-29（慶誠高校そば）

☎096-364-0273

パート

長嶺シュロアモール　食品スーパー
①レジ接客　②ベーカリー
③商品品出し・陳列
④ナイトマネージャー

東区長嶺西 1-5-1（シュロアモール内）

☎096-387-0812
担当：松本・吉見

ハローデイ 長嶺店

時給／①②③820円+規定内交通費
　　　④920円+規定内交通費
制服貸与・車通勤可　経験、年齢不問
……………………………………………
明るい店内は笑顔と
あたたかいサービスでいっぱい
もちろん、働くあなたへの配慮も抜群です
……………………………………………
時間／①10：00～14：00・14：00～18：00
　　　②9：00～13：00・14：00～18：00
　　　③7：00～11：00　※早朝4h
　　　④18：00～22：00
…… レジも複雑な業務はありません ……

「はじめても」「時短」も問わず
●週1日・1日3h～　●時間内希望相談可
他のスーパーとはちょっと違う売り場

アルバイトパート

仲間と協力し合ったり
連携し合ったりすることで
質と効率を高め定着率も

UPしています!!

賞与・有休あり　週2、3日～
時間／平日13:30～18:00　春夏冬休み
8:00～19:00（シフト制）時給／800円～
（資格なし）　900円～（保育士・学校教諭等）

ひまわりクラブ
合志市豊岡 2224-29

☎096-248-8889 担当：渡辺

合志南小学童保育

学童保育指導員パート

「残業ゼロ」　①看護師　②資格なし介護士
①正看護師　給与19万300円～
　准看護士　給与17万5100円～
②資格なし介護士　給与16万7600円～
退職金・昇給・賞与・資格手当・通勤手当
夜勤手当1回　①7500円　②6500円

※ブランク、経験の浅い方もご相談下さい
大型商業施設アンビー熊本や光の森に近接
働きやすい職場作りに力を入れています!!

勤務時間／4週8休　シフト
日勤のみなど相談可能です
リハビリに力を入れている老健

ひらせ記念リハビリ苑
合志市福原 3111（アンビー熊本車2分）
☎096-248-7100 担当：澤田

介護老人保健施設

正社員

介護支援・看護・介護・調理・夜勤
きめ細やかな心配りで

職員一同取り組んでいます
※転職　※復職　※60歳以上の方も歓迎

☎096-388-2721（採用担当）
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）小規模多機能ホーム

正社員 パート

① 計画作成担当者　 給与／（正社員）22万円～　（パート）時給1300円
　　　　　　　　　  資格／介護支援専門員
② 看護　資格／看護師、准看護師　給与／（正社員）20万円～　（パート）時給950円～
③ 介護　資格／問いません　　　 給与／（正社員）17万円～　（パート）時給830円
④ 訪問介護　 給与／（正社員）17万円～　（パート）時給1200円
　　　　　　  資格／ヘルパー2級（初任者）
⑤ 夜勤専門（パート）　資格／有資格者優遇　日給／1万4000円
⑥ 調理（パート）　　　資格／問いません　　 時給／800円
…………………………………………………………………………………………
時間／①～④ 8：30～17：30　※夜勤17：00～翌9：00　※日勤だけも可
　　　⑤ 17：00～翌9：00　　⑥ 10：00～16：00
休日／週休2日　　待遇／賞与年2回（夏・冬）、通勤手当、夜勤手当、他

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
日祝隔土休　交通費・雇保・有休あり
同窓生へ名簿発行案内　5名採用

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（健軍電停より7分）

☎096-289-1300 担当：タナベ

パート

看護師募集！
「ワーク・ライフ・バランス」推進で
長く働き続けられる病院！
時間／（日勤）8：30～17：00　　（準夜）16：30～24：00
　　　（深夜）23：30～翌9：00
給与／＜基本給＞ 経験により加算あり
　　　19万8000円～+通勤手当（上限1万円）
　　　＜夜勤手当＞ （月平均：準夜4回、深夜4回）
　　　準夜／5500円　深夜／6500円
休日／シフト制、年間103日、夏季休暇最大5日
　　　有給休暇、慶弔休暇
待遇／健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険あり
　　　昇給年1回、無料駐車場あり、退職金制度あり
　　　産休育休制度あり、介護休暇制度あり
● 准看護師同時募集中！　気軽にお問合せ下さい ●

南区御幸笛田 2-15-6

☎096-378-0345 担当：永田・清永

医療法人社団 御幸会

正社員

「働くママ」が多数活躍する
働きやすさが自慢の病院です

…………………………………………………………

（再雇用後も給与は下がらないので、安心して働けます）

ご応募いただき採用された方へ

ご就職支度金　3万円支給
対象：当院にご就職の看護師
期間：2019年3月31日まで

① 残業時間  -------------------
② 有給消化率  ----------------
③ 賞与実績  -------------------
④ 産休・育休取得後の復職率
⑤ 60歳定年後の再雇用率  -

平均38分/月※
昨年95％※
昨年4.6ヶ月分※
100％（16年間）
100％※

※…昨年実績

グループホーム世話人
《朝・夕 食事づくり、生活サポート》
①6：00～8：00　②16：00～20：00
社保労災、通勤手当　他面談時　週休2日
働き方はご相談できます　時給790円

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：クマガエ

パ調理
◆ 28名程　7h勤務　時給1000円 ◆
時間／10：00～18：00　火・金のみ
3名体制、年齢経験不問、経験尚可
交通費有、他面談時　有効的に働こう

水前寺大腸肛門科医院
中央区水前寺3-5-11（JR水前寺駅徒歩3分）

☎096-381-2241 担当：本多

パート

①日常清掃　②ベッドメイク　③分譲マンション管理人
①【江南病院　日常清掃】
時給／800円+交通費　休日／希望日
時間／7：30～16：00　※応相談
　　　午前か午後でも可
モップ掛けが基本で体力心配不要です！
②【菊陽町津久礼　ビジネスホテル】
時給／780円+交通費200円/日　有給有
時間／9：30～14：00　休日／シフト
①②無料駐車場付　③駐車場ご相談下さい

㈱千代田 熊本営業所

☎090-8627-1744 担当：家入
菊池郡大津町室1011-1

③時給765円 月・木/7:30～11:30
　火・水・金/8:30～12:30
　東区御領　3/25から勤務

パ

医療事務
● 高齢者に配慮ができる方 ●

時間／8：30～17：30　週5　週2日休み
（水）15：00まで　（土）13：00まで　交通費支給
◎経験者優遇　時給／950円～

㈲船場調剤薬局
中央区新町2-10-39（市電洗場橋徒歩1分）

☎096-324-7522 担当：梅林

パート

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

中央区・東区・八代・天草　経験不問
時給／800円（土日祝100円UP）+交通費
時間／9：40～18：50（実働5h） 週4日程度
早遅シフト　お気軽にお電話ください

宝くじ販売スタッフパ

訪問介護　訪問への往復時間も時給支払
【 パート 】 週2日～5日
時間／8：00～17：00、11：00～20：00
　　　曜日・時間応相談
時給／1000円～1100円
　　　訪問先への移動時間も時給計算
資格／運転免許、ヘルパー2級以上
社用車あり、自家用車可（油支給）
各種保険・退職金制度あり

正社員への希望可。
訪問介護時間の年間合計金額
５％以上を年１回別途支給

ヘルパーステーション きらく
中央区渡鹿 1-13-5

☎096-371-2478 担当：宮崎

パート サービス提供責任者
時間／7：00～21：00の間
　　　実働8h、週5日の勤務
給与／22万8400円～25万7400円
休日／夏期・冬期休暇有（各3日）
待遇／社保完、車通勤可、交通費支給
　　　賞与年2回、半年後有休あり
　　　※夜勤なし

●皆で協力できるので希望休ほぼ取得可
●サ責2名で行うので安心です
見学だけでも来られませんか？

☎096-383-5860
中央区神水本町 13-1

㈱学研ココファン神水

正社員完全週休２日　認可保育園の保育士
● 子ども達が楽しく安心して過ごせる環境

賞与、各種手当充実!!
①給与改善手当　②特殊業務手当　③改善手当
● 0～5歳児の保育全般をお任せします
時間／7：00～19：00　シフト　実働8h程度
基本給／15万5800円+手当加算3万5954円
※希望を最大限考慮いたします

給与例：19万1754円～+賞与
20～60代の34名在籍
無理なく働ける環境

津久礼ヶ丘保育園
菊池郡菊陽町津久礼 2-3
（オートバックス徒歩4分）

☎096-288-6591 担当：永田

社会福祉法人共生会

契約社員

精密機械組立・調整
男女経験不問　月給25万円～35万円
時間／8：30～17：30　基本給／17万円～
土日休　社保・昇給・賞与　安定の正社員
勤務／菊陽合志・七城・城南　車通勤可

（株）セレナ
北区弓削 4-1-64 マンソービル206

☎096-215-8255

正 簡単な加工検査
男女経験不問　選べる勤務時間帯！
①8:00～12:00　②13:00～16:00　③16:00～
19:00　土日休　※4h～残業無　1工程3人体制
勤務/北区植木　時給①②900円　③1000円

（株）セレナ
北区弓削 4-1-64 マンソービル206

☎096-215-8255

パート 木造建築・工務増員
建築好き・新卒転職経験を積みませんか
9:00～18:00　自己都合取得　休／日曜
給与／19万円～　※経験能力考慮
建築士免許尚可　男女活躍中!!

県民住宅協同組合
中央区水前寺 4-54-4 （水前寺4丁目交差点角）

0120-1500-78

正 PC操作の簡単な事務
日・祝日に出勤できる方

時間／9：00～18：00（8h）　休／月に6日
3人体制　電話対応・書類作成など
※バス停0分　詳細面談　給／16万円～

県民住宅協同組合
中央区水前寺 4-54-4 （水前寺4丁目交差点角）

0120-1500-78

正社員

内勤事務
《見積・資料・経理・校正》 実働7.5h
時間／9：00～17：30　土日祝他休み
経験不問　地図調査・制作・販売の企業
時給880円～+賞与　月収例13万4640円～

株式会社ゼンリン
南区田迎 1-7-1（サンリブくまなんそば）

☎096-370-1410 担当：佐伯

契約社員

1日3時間程度　メール・電話対応業務
場所は通勤便利な学園大近く
コールセンターでの電話応対業務
時給800円～1200円
+通勤手当（月1万円～2万円）

中央区大江 1-2-19アカデミービル1F・2F

10120-963-353
担当：ビトウ

㈱九州教育研修センター

…………………………………………
時間／18：00～21：15（休憩15分含む）
上記時間の間で2～3hだけでもＯＫ！
それ以上も可能です。ご相談下さい
時給／800円～1200円
　　　+通勤手当（月1万円～2万円）
…………………………………………
●週ごとのシフト提出だから
　自分のライフスタイルに合わせて
　勤務可能です！
●週2日～ＯＫ。 週5日も大歓迎！
●アットホームな職場で
　学生・社会人ともに活躍中！
限定5名ほどの募集を行っております
初めての方も安心してご応募下さいね

学園大近くで通勤もラクラク
大江川鶴バス停 徒歩1分
車通勤OK

アルバイト （昼）ホール　（昼夜）キッチン
①昼・ホール　②昼夜キッチン
ゆめタウン光の森店内
時給900～950円+日祝手当+交通費
※22：00以降：時給1125円～

菊池郡菊陽町光の森 7-33-1

☎096-213-5571

ゆめタウン光の森店

……………………………………………
●扶養内・WワークOK♪
●買物も便利なゆめタウン内の勤務
●お友達同士での応募歓迎
●マニュアルがあるので、安心して働ける
……………………………………………
時間／①②（昼）9：30～または10：00～
　　　　②（夕）17：00～または18：00～
休日／シフト
待遇／交通費規定支給、昇給、社保
　　　各種手当、スタッフ向けの食事、他

日祝手当50円/h　他各種手当有
週3日～、1日3h～ご相談ください

アルバイトパート

おさかな家族 雑魚屋

経験・年齢、問わず
中高年まで幅広く活躍できる

和食処のレストラン

百貨店でのTCカード入会受付

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪

ナンキュウスタッフ

●サービス業界に興味がある方
●10代～40代活躍中
●無料のフォローアップ研修

即日スタート　知識不要
パンフレットを見ながら
楽しくおしゃべりして説明

紹介

● カードカウンターでお客様への受付業務
時間／9：30～18：00　実働7h～7.5h　休日／シフト
時給／1300円～+交通費別途
………………………………………………………………………

土・日・祝限定でも大丈夫!!　どしどしご応募ください
スタート前に研修があるので安心

安定して長く働く方　年齢層も幅広く、ミセスさんも多数！！

厚生労働大臣許可 43-010089

自宅での内職
箱の組立、シール貼、DM封入、封緘、袋入れ
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
給与出来高制　詳細は面談時説明
1日4、5h程度　手軽にできます　

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

委託

幼児講師＆小学生講師
幼児or小学生の指導

幼児部：出町　週2回程度
小学部：京町本丁　週1～2日（15:00
～18:30）　時給／1000円～1200円

節（とき）ナーサリー　学伸
西区出町3-44（幼児部)・中央区京町本丁10-6（小学部）

☎096-351-2886 担当：大河内

パ

①アロマセラピスト ②アロマセラピスト助手
自宅・事務所待機→無料送迎ドライバーで
依頼先へ　制服貸与　※助手と2人で同行
●派遣型勤務…提携の有名ビジネスホテル
時／19：00～翌4：00で希望時間　※日払い
①セラピスト　時給／3000円～4000円
　※固定給20万円以上可　《保証金有》
②セラピスト助手　時給／1000円
　※セラピストと同行できる方
安心して楽しくお仕事しながら技術磨き

夜間保育料全額当社負担
経験不問丁寧に教えます
シニア世代も活躍中です

アロマシティー熊本
中央区坪井 3-8-30-703（3号線すき家そば）
☎096-346-0810

委託

ご入居者増加に伴う増員 施設職員
応募者全員と面談致します

誰かのために頑張れる方、一緒に頑張って頂ける方
ご応募、お待ちしております

正社員 パート 正社員休日：年間109日
オープンから6カ月 長く働ける環境
お好きな働き方を選択できます

① 厨房（正社員・パート）　（正）6：00～19：00内8h　※3シフト
　 給与／15万5000円～　（パ）時給800円～
② 訪問介護（正社員・パート）　（正）7：00～19：00内8h　※3シフト
　 給与／介福士：18万円～　　　 （パ）時給900円～
　　　　 初任者：16万3000円～　（パ）時給800円～
③ 看護（正社員・パート）　ⓐ8：30～17：30  ⓑ9：00～18：00
　 給与／正看護師： 20万5000円～　（パ）時給1100円～
　　　　 准看護師： 18万5000円～　（パ）時給1000円～
※パートは家庭、学校との両立ができます。 勤務時間応相談
……………………………………………………………………………
資格／①不問、経験者優遇　②初任者研修以上 ※無資格者応相談
　　　③正看護師、准看護師　　 
待遇／規定交通費、職員無料駐車場、制服貸与、各種保険
※介護職は日勤のみ、夜勤のみ、宿直業務もご希望にそえます

南区田迎 2-14-1 （けやき通り入る）

☎096-285-8362　担当：中村

住宅型有料老人ホーム


