
2019年8月24日　土曜日　＜12＞

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）
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●次回掲載は9月7日号です
委 …委託業務

紹 …紹介

派 …派遣社員

パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

TKUヒューマン
☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本

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

担当：藤本

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

百貨店 ①接客販売 ②短期催事

　時給／1100円～1200円　交通費は全額支給します
　時間／9：00～19：30 （働き方に応ず）　休日／ご相談できます

子育てが落ち着いた世代が
年齢と経験に自信を持って　長期で百貨店で働いています

……………＜9/4（水）～9/10（火）　にっぽん味百選＞……………
　時給／1000円～1200円　時間／9：00～19：30　応相談
　土日だけも働けます　交通費全額支給　学生バイトも多数！！

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎090-5749-7985 担当：大坪厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

40代、50代の人たちが
働きながら自分磨きをしています
●アパレル　●ジュエリー　●宝飾品・時計
●婦人靴　 ●紳士服　　 ●バッグなど

（般） 43-010089
☎096-355-5482 （平日）
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パ 紹

ナンキュウスタッフ

週 1回の「リビング新聞」 配布
「健康のために体を動かしたいけれど…」
運動のキッカケが欲しい方

リビング新聞を配布しませんか？

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

水曜・木曜の空いている時間を
自由に活用して

健康ライフを過ごしましょう!!

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
月収／500部の場合…約2万円
　　　（部数、チラシ数等により異なる）
　　　《 月収実績：6000円～8万円 》

【 募集エリア 】 
熊本市内・合志市・菊陽町・益城など
……………………………………………
● リビング新聞を配ってお小遣いをゲット！
　 家計にやさしい健康づくり♪
● 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

営業補佐
完全内勤の営業補佐　書類作成・電話応対
時給／850円　勤務日は応相談
休日／日祝・隔週土曜日　PC基本操作
交通費支給・雇用保険　他面談時

㈱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

パート機能訓練指導員
病院併設　指導員デビュー　経験不問
時間／8：30～17：30　※週休2日
柔道整復師あん摩マッサージ指圧師
給与／16万1000円～18万円　賞与2.5

中央区黒髪 6-1-23（野津原内科医院）（バス停徒歩2分）

☎080-1709-1197 担当：杉山

正 パ

デイケアセンターゆう
杏友会

医療事務
賞与3.5ヶ月　通勤手当　各種保険
笑顔と気配りのできる方　ブランク可
資格取得後の経験やブランクは不問
給与／15万円　※医療事務資格者
月火木金9：00～17：00　水～12：00　土～15：00
現スタッフは30～50代を中心に在籍
人間関係が良好で定着率も良好
はじめは少しずつ慣れていただきます

休日/水・土午後と日曜・祝日他
医療業界に初めて挑戦の方歓迎
丁寧にわかりやすくサポート

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

医療法人社団

正社員

㈱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17:00まで）

中央区三年坂・人吉イオン錦　各売場
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

☎096-368-2811

●年間休日115日 ●賞与もあります
常勤として

選択型シフトでも働けます

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

夜勤専従　看護師正社員 パート

● 月9～10回でご相談
● 26床、アットホームな病棟
● 29床介護医療院　病院見学も可能です
詳細はお電話にてもお応えいたします
時間／16：30～9：00　希望シフトに柔軟に応えます
給与／正看 22万円～32万円
　　　准看 17万円～24万円
時給／1100円～1300円

介護医療院 心ほか

①生活支援　②ルート送迎
時給940円～1200円　別途夜勤手当
＜新規＞ 障がい者グループホーム
①《日勤・夜勤》　施設内生活サポート
●定員80名　※時間日数応相談
　9：00～18：00　※朝夕の3h
　21：30～翌9：30　※夜勤型
②《中抜け可》　車両管理、車清掃
●※ワンBOX車 10人程度 朝・夕
　7：30～10：30+15：00～18：00　※6h

未経験の方も男女共に活躍中
施設見学　新規採用
オープニング！！

チャレンジめいとくの里

☎096-215-9101

社会福祉法人 明徳会

パート

北区明徳町707-1
（3号線交通機動隊入口より800m）

短期事務スタッフ1600名大募集
①データ入力（時短） ②データ入力 
③書類運搬 ④書類点検 ⑤電話照会
《期間》10月中旬～　①1カ月程度　②③④⑤最長1.5カ月
勤務地／Ⓐ熊本駅前センター（西区春日1-12-10）
　　　　Ⓑ九州BPOセンター（中央区大江3-1-66）
※職種によりご希望の勤務地に沿えない場合があります

時給／①900円　②1000円　③950円　④1000～1100円　⑤1300円
　　　（研修時給770円　2～6日間程度）
時間／①10：00～14：00　②③④⑤9：00～18：00
待遇／自転車・バイク通勤OK
資格／年齢・経験不問
すべての班において繁忙に伴い残業・休日出勤の可能性あり

契

←二次元バーコードからも
　受付中

【8月内定者特典】 契約最終日まで
働いた方にボーナス3000円支給
お早目のご応募お待ちしています！

中央区大江 3-1-6610120-773-505
日本郵政スタッフ　 検索

夜勤専従　介護職
● 月5回程度の勤務
● 生活全般～就寝、夜間
　 起床～食事介助など
現職を続けながら収入を増やしたい!
という方にもおすすめ
時間／16：30～翌10：30　休憩2h
給与／1回当たり1万7000円～
　　　深夜、夜勤手当4500円含む
資格／介護業務経験3年以上

《夜勤》① セントケアショートステイ合志
　　　　 合志市幾久富1656-34
　　　②セントケア熊本おぜき　小規模多機能
　　　　 東区新南部1-2-12

…………  宿泊人数1～10名  …………
宿泊者数が少ないため夜勤帯が働きやすい
月の3分の2はお休みが欲しい
夜型なので昼間はゆっくりしたい
●電話時、希望エリアをお伝えください

パート

中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）

☎096-278-7811 担当：松井

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

HPで詳しく
チェック!!←

①杉並台中央公園そば
②豊肥本線東海学園前より車2分
週1日～。正社員も目指せます

和食店　①ホール　②キッチン
● 日祝・年始・お盆手当（50円/h）●
　 サンピアン店　夜9時閉
　 深夜勤務はありません
＜昼＞9：30～または10：00～
＜夜＞17：00～または18：00～
■ 週2日～、1日3～6h　まかない有
■ 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

平日時給：880円～930円
日祝時給：930円～980円
勤務：ゆめタウンサンピアン店

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

医療事務・受付
女性医師他女性スタッフ・電子カルテ導入
時間／8：00～17：00　（土）13：00まで
休日／日・祝　給与／17万円
2名体制で予約患者様対応　経験者優遇

乳腺専門クリニック
みわクリニック

中央区帯山5-8-22（女子大通り）

☎096-381-6666

正社員 事務全般
日・祝日に出勤できる方

時／9：00～18：00（8h）　休／月に6日
給／18万円　賞与　各種保険　経験者優遇
※中高年可　※簡単なPC操作あり

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

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

専用レストラン 配膳
すきま時間活用・1日3h　週2～

学生、中高年も歓迎　交通費支給
時間／①7：00～10：00　②17：00～20：00
①②かの希望可　いずれも可　時給／850円

グランガーデン熊本
中央区城東町 4-7（キャツスルよこ）

☎096-359-1893 担当：ニタミズ

介護付有料老人ホーム

ア

こども専門の《看護・福祉・保育・リハ》
キッズヘルパー【急募】
2020年春 南区に園を新設予定
オープニングスタッフ
また、既存合志市も募集あり

正 パ

キッズヘルパー急募につき
すぐに働けます

NEXTEP 熊本 検索

← HPをご確認下さい

①正看護師　②福祉専門職
③保育士・児童指導員　④PT

給与／委細面談　詳細はHPへ
時間／8：30～18：00内7.5h
休日／原則土・日・祝
勤務／合志市幾久富 1123-5　または
　　　南区近見9丁目 ※新事務所
　　　※希望に応じます
応募／電話連絡後、履歴書を郵送

〒861-1112 合志市幾久富1123-5（本部）

☎096-227-9001 担当：佐々木

週1、1h　市内訪問宅多数　日勤登録ヘルパー
身体介護、生活援助をお願いします
初任者研修以上、車免許必須、経験問わず
①正社員　給与／15万円～　4週8休以上
その他手当あり　※ガソリン代全額支給
お子さん扶養手当5000円/第1子＋加算有

②パート　時給／1200円　訪問宅に応ず
※手当：資格・移動・精勤・規定ガソリン代
●時／8：30～17：30　●休／日曜他応相談

「家庭と子育ての両立支援」
自分らしく頑張れる
私たちらしい働き方

ヘルパーステーション いこい
中央区出水 6-22-23（シャトレーゼ八王寺そば）
☎ 096-334-3151

正 パ

☎070-5274-5855 担当：園田

デイサービスの介護職
勤務は東区下南部か下江津
未経験の方でも丁寧に指導
資格取得　全面バックアップ

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

正社員
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
《パート》　平日週1～5日の希望日
時間／8：30～17：30　4～8h　
時給／介護関連資格者820円　無資格790円
《正社員》　ヘルパー2級（初任者）資格
時間／8：30～17：30　給与／17万円

介護のお仕事探し

1 実務未経験・ブランクのある方も募集
2 正社員のチャンス
3 フルタイム・パートタイム相談可能

情報収集だけでも大丈夫　相談無料です

……………………  就職が有利な情報  ………………………

時間／希望時間に応ず　　　休日／週休2日・3日、土日休など

時給／初任者研修：時給1050円～
　　　実務者研修：時給1100円～
　　　介護福祉士：時給1200円～

勤務／中央区・東区・西区・南区・北区、合志市、宇土市
　　　その他エリア多数
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中央区桜町 1-20-14F 求人番号：MR005625労働者派遣事業許可番号　派43-010084
有料職業紹介事業許可番号　43-ユ-300015

介護・看護・保育派遣のマルル
SOGO‐PLANT

派遣

10120-288-390 担当：野上

WEB 
OPEN!!
新着更新中

←

高齢者住宅の調理・盛付け・配膳
●常時2～3名で調理します　経験問わず
●新設9カ月のサービス付き高齢者向け住宅
時間／①6：30～15：30　②10：30～19：30
　　　※2交替シフト　※週4日～　※経験者優遇
休日／働き方に応ず　※各種保険完備
時給／850円～900円
優しく丁寧にお教えいたします
働き方のご相談も承ります

ぽぽろハウスの美味しい
家庭料理を目指して
一緒につくりましょう

ぽぽろハウス
中央区八王寺町 12-37（八王寺郵便局まえ）
☎096-379-3646 担当：小田

パート

サービス付き高齢者向け住宅

①マンション管理人 ②清掃 ③ベッドメイク
定年後、かけもちの方多数　①②③有給あり
①新築マンション管理人　※中央区新大江
時間／10：00～15：00　月・火・木・土の4h
休日／水・金・日・祝
時給／765円+交通費　※簡単なPC操作有
②大手企業内清掃　※大津町高尾野
日常清掃と共用部分の清掃をお願いします
時間／7：00～16：00　休日／日祝他休
時給／800円～+交通費　社保完　※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
　9:30～14:00　※休みシフト

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
日祝隔土休　交通費・雇保・ノルマなし
同窓生へ名簿発行案内　時給850円+歩合
①9：00～13：30　②～14：00　③～15：00 （30分休）

㈱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

パート設計士
木造建築　見積もり及び現場管理
時／9：00～18：00　休／自己都合取得可
詳細は面談時にお伺いいたします
給／40万円～　各種保険、賞与、他手当

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2019年 9月オープン　保育士

定員60名の保育園
8月～雇用開始

菊池郡菊陽町大字津久礼 2502-3
（JR豊肥線三里木駅徒歩10分）

☎090-8406-2688 担当：野村

1 経験やブランクも不問
2 残業少なめ
3 月給20.5万～の好条件を整えています

…「第二のおうち」を目指す家庭的な園…
時間／シフト制（休憩60分）
　　　7：00～20：00
給与／20万5000円～28万5000円
　　　※経験や能力等により決定

ほか、職務手当：1万5000円～2万円
経験手当：2万円～4万円
資格手当：1万5000円～4万円
通勤手当：実費支給月上限8000円

Mail：info@sansan-nursery.com

正社員

さんさん保育園

←詳しくはコチラ

365日・企業主導型保育園
年間休日108日 週休2日制
各種保険・退職金制度・車通勤可


