
2019年5月25日　土曜日　＜8＞

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

く
ま
も
と

し
ご
と
人

し
ご
と
人

美
●次回掲載は
　　6月1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

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

委託あとわずか！！　短期催事

百貨店イベントスタッフ　人気の北海道展
5/29（水）～6/11（火） 時給1100～1200円

☎090-5749-7985 担当：大坪
中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105
厚生労働大臣許可 43-ユ-010004  （般） 43-010089

☎096-355-5482 （平日）

ナンキュウスタッフ
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時間／9：00～19：30　9h内実働7.5h
●交通費全額支給でしっかりサポート
………………………………………………………………………

子育てが落ち着いた世代が扶養内で
年齢と経験に自信を持って働いています

わくわく情報がいっぱいの登録会へお越しください
お友達同士、親子での参加も多数！！

■時給1100円で10日間働いたAさんは
　1日8250円×10日で収入8万2500円

　一気に貯金!!
　短期だから催事ごとにリピーターしています♪

パート 紹介

賞与・有休あり　週2、3日～　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

学童保育支援員パート

①管理者候補　②看護師
【 勤務地は東区 】

 下南部（下南部団地側）
 下江津（セイラタウン隣）

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）
☎096-388-2721（採用担当）

パート

ふきのとう
デイサービス

正社員
《管理者候補》　正社員　介護福祉士、社福主事
給与／18万円 　資格手当5000円～1万円
時間／8：30～17：30　休日／土・日
《看護師》　パート　正看護師・准看護師
時給／900円～　週1～5日　※希望日数
時間／8：30～17：30　※4h～　休日／希望休
デイサービスで働くメリット
●夜勤なし　●土日休み
●資格とりたて、自信をつけたい、など

週1回の「リビング新聞」 配布
お住まい近くの慣れたエリアで
2～4h程度のお散歩ダイエット!!

【 募集エリア 】
熊本市内・合志市・菊陽町・益城等

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停前徒歩1分）

☎096-359-3611 受付／月～金 10：00～17：00

委託業務

熊本支社

300～500部ポスティング!!
リビング配って「ウォーキング」

運動不足の解消!!

月収／500部の場合…約2万円
　　　（部数、チラシ数等により異なる）
応募／電話後、お仕事の流れを説明します
　　　初めてでもご安心ください
　　　まずはご応募ください
……………………………………………

「お散歩しながら健康づくり」
●ジムに通えば、お財布が痛みます
　リビング新聞を配って歩けば、お小遣いをゲット
●早朝、習い事のお迎えついでのスキマ時間に

リビングプロシード　 検索

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　ノルマなし

㈱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

特養での日常生活支援の介護
《正社員》 18万9750円～（夜勤手当4回含）
　　　　 +通勤手当+処遇改善手当
●利用者との関わりを大切にし
皆様の元気が出るケアに努めています
時間／週40hの交替制　※車通勤可
日勤8：00～17：30　夜勤16：00～翌9：00
早出6：00～15：30　遅出10：00～19：30
各種保険、賞与、退職金制度

大型商業施設アンビー熊本
光の森に隣接した立地

資格や年齢に問わずご応募可

紀水ナーシングホーム
合志市竹迫 2224（アンビー熊本車1分）
☎096-248-7110 担当：中川

特別養護老人ホーム

正社員

学校給食 栄養士
《資格を活かそう!  未経験者歓迎》
勤務／東区長嶺の中学校　時給／1000円
時間／8：30～16：30　7h　休憩1h
休日／土・日・祝祭日　長期連休有り

魚国総本社九州支社熊本事務所
東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

☎096-349-7815
☎080-6449-8593 担当：松山

契

一般事務
こどもの本とおもちゃの会社

時間／9：00～17：00内4h程度～応相談
月～金・土日休　交通費あり　車通勤可
主にPC操作、荷造り　時給780円

(有)熊本こどものとも社
東区戸島 5-8-25（託麻東小そば）

☎096-380-4556

パート

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　4h勤務
休日／面談時決定　時給／850円
経験者優遇　電話対応・書類作成など

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　※バス停0分）

0120-1500-78

パート

和食店のホール・キッチン 2店同時募集
勤務地：①ゆめタウンサンピアン店
　　　  ②ゆめタウンはません店
※日祝・年始・お盆手当（50円/h）
＜昼＞9：30～または10：00～
＜夜＞17：00～または18：00～
■ 週2日～、1日3～6h
■ お休み等はシフト内でも対応
履歴書不要・制服貸与・交通費支給・まかない有

平日時給：880円～930円
日祝時給：930円～980円
夜22時以降は1100円～

レストラン庄屋
〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）
0120-1818-34 担当：西村

パート

①正看護師 ②調理員 ③介護福祉士
新卒、転職、復職、ブランクの方も
大歓迎！

車通勤OK、交通費有（規定有）
就業支度金制度（規定有）

中央区水前寺 5-2-22

☎096-384-2288 担当：益田・川添
水前寺とうや病院
医療法人 清和会

【水前寺とうや病院】
①正看護師　資格／看護師免許
　給与／18万1700円～24万2700円
　時間／6：30～21：00の間で7.5h
　　　　※16：30～翌9：30の夜勤あり
②調理員　資格、経験不問
　給与／13万1400円～16万4400円
　時間／5：30～19：30の間で7.5h　シフト制
【老人保健施設 シルバーピア水前寺】
③介護福祉士　資格／介護福祉士免許
　給与／14万7400円～20万200円
　時間／6：30～21：00の間で7.5h
　　　　※17：00～翌10：00の夜勤あり
……………………………………………
休日／年間107日 　年末年始休暇有
待遇／各種保険、昇給有、賞与（年2回）有
　　　有給有、育休有、退職金制度有

シルバーピア水前寺
老人保健施設

☎096-384-3399 担当：荒平

正社員

①管理人　②清掃　③ベッドメイク
①新築マンション管理人　※中央区新大江
②ヤマダ電機熊本本店　※中央区帯山
定年後、かけもちの方多数　①②有給あり
①月・火・木・土の4h
時間／10：00～15：00　休日／水・金・日・祝
時給／765円+交通費　※簡単なPC操作有
②日常清掃をお願いします
時間／9：00～17：00内4h程度
時給／780円+交通費　※希望日数

㈱千代田 熊本営業所

☎090-8627-1744 担当：家入
菊池郡大津町室1011-1

パート
③菊陽町津久礼　ビジネスホテル
時給800円+交通費200円/日
9:30～14:00　※休みシフト・有給有

㈱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）

東区・西区・南区の各大型施設売場
時給／830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

病棟日勤　介護
休日／土日、祝も柔軟に対応
病棟50床、院内無料学童あり
育児、家事、介護世代　多数在籍

北部病院
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団　原武会

病院での経験は問いません
夜勤なしで日勤のみです
《正社員》 介護福祉士
給与／15万500円～　時給／880円～昇給
時間／8：30～17：30　※年間休日108日
《パート》 資格なし
時給／880円～1000円　時間は希望に応ず
皆勤手当5000円、各種保険、交通費　※残業ほぼなし

パート正社員

給食調理
※曜日・日数はご相談できます

時間／5：45～19：15内 3交替制
給／14万5500円+手当1万2000円+賞与
時給／820円　1日～働けます

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正社員 パート

ローソンスタッフ大募集！

幅広い年齢層が活躍中！
学生さん、主婦さん、シニアの方
男女、経験、年齢問わず募集
まずは気軽に問合せを！

時間帯さまざま　相談も可
ライフスタイルに合わせた
勤務が可能です

上益城郡益城町惣領 1181-1

☎096-289-5855

ローソン 益城惣領店

時間／①6：00～9：00
　　　②9：00～15：00
　　　③15：00～17：00
　　　④17：00～22：00
　　　⑤22：00～翌6：00

時給／①②③④770円　⑤963円
……………………………………………
研修期間も同時給　年齢、経験不問
土日、長期勤務も大歓迎
勤務日数、時間帯は相談対応します

内容／レジ・接客・店内清掃・品出し等

アルバイトパート

①看護師 ②介護士 ③調理師
10月新規オープン！住宅型有料老人ホーム
働き方改革を推進しています！
あなたの力をお貸しください

明るく陽気で働きやすい職場を
一緒に作っていきましょう！！

短時間勤務も歓迎！

南区城南町下宮地 592-1

☎096-285-7874 担当：磯田

①～③は9月採用です
①看護師　給与／（正）19万円～24万円　（パ）時給1100円～1350円
　　　　　時間／7：00～16：00、8：00～17：00、11：00～20：00
　　　　　資格／正看護師、准看護師、普通自動車免許（AT可）
②介護士　給与／（正）16万円～21万円　（パ）時給920円～1200円
　　　　　時間／7：00～16：00、8：00～17：00、11：00～20：00
　　　　　　　　※20：00～翌7：00の夜勤あり
　　　　　資格／介護職員初任者研修、介護福祉士
　　　　　　　　普通自動車免許（AT可）
③調理師　給与／（正）14万円～18万円　（パ）時給810円～1050円
　　　　　時間／6：00～15：00、9：00～18：00　資格／不問
休日／週休2日（シフト制）
待遇／社会保険完備、制服貸与、交通費（規定）、スキルアップ制度有
　　　賞与年3回（パートの方にも支給）、退職金制度有、車通勤OK

正社員 パート

新外3丁目オープニング お仕事説明会日程

セントケアグループ
新設「看護小規模多機能」

①訪問看護　②介護
●すぐにでもという方は、他グループで始められます
　デイサービスの「通い」
　ヘルパーが自宅に伺う「訪問介護」
　ショートステイの「泊まり」
　さらに、看護師が自宅に伺う「訪問看護」
…………………………………………………………………
■ 7：00～20：00内で各職種ごとに柔軟に対応
① 看護師　※オンコールあり
　 （正）27万9500円～　（パ）時給1910円～

② 介護　（正）16万3000円～　（パ）時給870円～1020円
　 ※介護福祉士（正）+1万2000円　（パ）+50円/時
　 ※社会保険加入者+100円手当/時

休日／正社員：4週8休　年間休日110日
　　　パート：希望の働き方ご相談ください
年次休暇、産前産後休暇、病床休暇、育児休業、介護休暇
昇給、交通費全額、別途手当、各種保険、賞与、制服貸与他

■セントケアグループもご紹介できます
…………………………………………………………………
● 週2日～、交替制シフト、固定シフトのこと
● 看護小規模のこと、研修プログラムのこと
　 無資格、未経験でも介護の仕事に興味がある
● 給与、待遇、休日・休暇のことも聞きたい
などなど「お仕事説明会でお聞きできます」

セントケア九州 検索

熊本市中央区十禅寺 1-3-1（説明会 会場）
セントケア 看護小規模多機能くまもと 開設準備室

☎096-278-7811 受付／平日 9：00～18：00（担当：松井）

創業30周年以上全国500カ所以上を展開
人が育つ会社

ただいま建設中（8月竣工予定）

HPからの
応募も可！
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正社員 パート

●東区新外3-3-33

履歴書不要  お子さん連れOK！ ※要予約
開催日／5月28日（火）、30日（木）
　　　　その他 平日昼間、夕方、土日等
時間／10：00～、14：00～、16：00～、ほか
説明会 会場／セントケア 熊本事業部
中央区十禅寺 1-3-1
（世安町団地から車で約2分）

看護助手（病棟勤務）
時/8:30～17:30（早・遅出有）　休/シフト制
給/13万2000円～　各種手当規定支給
他/日勤のみ、おむつ交換なし、資格不問
面接希望の方は、下記までお電話下さい

成尾整形外科病院
中央区岡田町 12-24

☎096-371-9903 担当：総務課 北村

医療法人社団 誠療会

正

①保育士（正・パ） ②看護師（パ）
給／18万円～+諸手当 （パ）時給1200円
小児科外来診療業務と病気の子どもを
預かる一時保育業務です　休／日祝他
時間／8：40～18：15　（パ）6～8h/日

にのみやクリニック・
病児保育みらい
中央区帯山 2-12-10

☎096-381-8766 担当：二宮

正 パ ①介護（有料ホーム・訪問介護） ②洗濯・清掃生活支援

南区富合町杉島 1152-1
（3号線杉島交差点より車で1分）

☎096-358-0377

①介護業務全般とヘルパー兼務
《 週1回～　6：00～20：00内応相談 》
※夜勤専従も可

●資格取得制度、手当支給、交通費ほか
時給／経験前職考慮いたします
資格／介護福祉士　時給880円～
　　　初任者研修（HP2級）　時給800円～
　　　無資格者も可
……………………………………………
②年齢も資格も経験も問いません
《1日5名程度　時間9：00～18：00　応相談》

時給／780円～900円　昇給あり
　　　祝祭日の場合：880円～
待遇／交通費ほか

4/20開設！ 入居者様の笑顔の為にサポート
①自立支援を基本とした介護全般
②生活環境のお世話をお願いします

ひまわりのように明るく
楽しく、ワクワクする

施設運営を目指しています

パート

↑HPで詳しく
　チェック！！

住宅型有料老人ホーム
セカンドライフ ななみ


