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広告のお申し込み

+制作費550円

1枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8800円）
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●次回掲載は12月21日号です
委 …委託業務 紹 …紹介

パ …パート ア …アルバイト

正 …正社員

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
契 …契約社員 派 …派遣社員

電子カルテのサポートエンジニア
医療情報システム導入のサポート
運用フローの相談、提案など
時／9：00～18：00　休／土日祝日、年末年始
給／25万円～40万円
　　※経験や能力等により決定
待遇／各種社保完備
応募：履歴書、職務経歴書を本社へ郵送
●営業・SE経験者、医療業界経験の方歓迎

電子カルテ業界シェア第2位
九州支店 2018年9月開設
「医療」と「IT」で社会貢献

㈱ソフトウェア・サービス
勤務地：中央区辛島町3-20  NBF熊本ビル1F
本社：〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-1
☎080-8338-3911 担当：吉岡

正社員

令和2年4/1開院 整形外科スタッフ
●2020年春　 転職・復職
資格を活かす「看護師」「理学療法士」
実務経験のある方「医療事務」

〒861-1112　合志市幾久富 1866-936
CMS社労士オフィス　開設準備室

☎080-2722-4041

《 働き方相談の面接会開催 》※要予約
●東区JR豊肥本線　東海学園前
●リハビリを中心としたクリニック
●賞与年2回3カ月　昇給あり

①正看護師・准看護師　●看護業務全般
給与／（正）20万～23万円　時給1500円
　　　（准）19万～22万円　時給1200円
②理学療法士　●リハビリ業務全般
給与／21万～25万円　時給1300円
③医療事務　●外来受付、電話対応、会計など
給与／15万～20万円　経験者優遇

待遇／交通費、賞与、各種手当、ほか
時間／8：30～18：00　応相談
休日／（正）日・祝ほか　（パ）応相談
※ハローワークの紹介状とともに右記へお送り下さい

パート

1 やりがいを得やすい
2 同期同士で仕事ができる
3 職場がきれい
勤務先：東区渡鹿8-11-36

たしま整形外科クリニック

正社員

窓口乗車券販売
藤崎宮前駅と堀川駅の兼務

制服・電鉄乗車券支給　5h程度シフト
6：40～19：10　シフトローテーション
休日／日祝、隔週土曜　時給／850円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パート

①保育士 ②支援員 ③正看護師 ④栄養士 ⑤調理師
済生会グループ・就活2020
4月採用 新卒・既卒のエントリー始まります
12/11（水）面談会にご参加ください
●健保・厚年・雇保・労災完備
●済生会グループ保険、健康診断など　福利厚生充実
…………………………… 共に、生きる ……………………………
● 子ども達の可能性と、遊びの共通体験を通じて
　 みんなが共に育つ環境  《保育士》
● 《支援員》  人の役に立つ喜びを実感できる
● メニューに沿った調理全般  《栄養士・調理師》
給与／15万7800円～18万3300円　資格／いずれも有資格者
時間／8：00～17：00　※事業所により異なる
休日／土・日・祝　月数回土曜出勤あり
待遇／通勤手当・住居手当・扶養手当あり　賞与年2回
応募／履歴書を右記住所に送付
《勤務地》 ●南区白藤　しらふじ子ども園①③④⑤　なでしこ園①
　　　　 ●南区内田町　障害福祉施設　済生会福祉センター②④⑤

す
ぐ
に
働
き
た
い
方
も
積
極
採
用
!!

◎
し
ら
ふ
じ
子
ど
も
園 

◎
な
で
し
こ
園

◎
済
生
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

正

働
く
職
場

チ
ェ
ッ
ク
←

〒861-4127 熊本市南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：熊谷

受付と事務
簡単な業務からスタート!!　経験不問
時／9：00～19：00　日曜は13：00まで
休／4週8日程度　給／15万5000円～+手当
パートは相談　時給900円～＋手当

聖アンナレディスクリニック
中央区帯山 4-2-82

☎090-2079-1410 担当：平井

正 パ

ハーフタイムの事務員
公共事業に携わる水道料金の
電話受付応対、その他一般事務全般
資格／PC入力必須、経験年齢不問
応募／電話連絡の上、履歴書（写貼）持参
時間／①8:20～12:50　②12:50～17:20
待遇／労災保険、雇用保険、制服貸与
　　　交通費2km越より支給
【時給UP】しました！　経験問いません
勤務地／熊本市上下水道局内　時給／850円

平日 午前or午後 1日4hだけ
家庭と両立できる仕事です
休日／土・日・祝日、年末年始

第一環境株式会社
中央区水前寺6-3-6 ヨネザワ第2ビル1F

（県庁前バス停 徒歩5分）

☎096-285-5036 担当：中尾・米村

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17:00まで）

中央区・南区・東区・菊陽の各売場
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

働きながら資格取得できる　介護職
●レベルアップの方へ　実務者研修費支援
●200名近く在籍　活気のある職場
給／16万～20万円　別途手当加算あり
時／7：30～翌9：30内　時間は相談下さい
《福利厚生で手厚く支援》
各種保険、各種休暇、各種休業
退職手当共済、県民退職手当共済
《生活補助》資格不問800円～　洗濯、清掃など

無理なく、相談しながら
勤務シフトを調整
パート時給900円～1100円

リデルライトホーム
中央区黒髪5-23-1（立田自然公園そば）
☎096-343-0489 担当：木村

社会福祉法人

パ正

週1回「リビング新聞」を各家庭へ配布
≪ポスティング≫ ご自宅周辺へ
毎週水～木曜の明るい時間帯に配布
マイペースに健康増進に役立つお仕事です
●時間の有効活用 ●ウォーキング ●お小遣い

☎096-359-3611 受付／月～金 10：00～17：00

熊本支社

リビング　配布　 検索

委

■応募のきっかけ事例
・家事や育児の合間にできる「自由な時間」
・歩くことでダイエットにつながる「収入＝健康」
・地域のことを知りたい「ご近所付合い」
・自由な服装で都合のいい時間「効率的」
・塾やカルチャーセンタ－の費用「達成感」など
20代～60代と幅広く、シニアの方も大活躍　男女不問
①傷害事故治療補助　②誕生日プレゼント　③慶弔見舞金等

お電話で仕事の流れを説明します、お気軽にどうぞ!
●月の収入例　500部配布の場合…約2万円～3万円
　　　　　　　※折込チラシ部数により異なります
≪募集エリア≫  熊本市内・合志市・菊陽町・益城など
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中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停前徒歩1分）

ケアマネージャー
26名程度の計画作成・1日/6h

時間／9：00～16：00　応相談可
土日休　ブランク可　経験多少不問
時給／1000円+資格手当あり

居宅介護支援事業所とも
中央区黒髪 6-7-7

☎090-8660-9155 担当：緒方

医療法人 杏友会

パ 病院給食 調理補助
曜日・日数・休日が選べる　複数名体制
時間／9：00～13：30、15：15～19：15
仕事復帰されたい方もお気軽に
経験不問　盛付け洗浄など　時給830円

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

パ

水道メーターの検針・調査　補助業務
担当案件ごとに　自宅や事務所に伺い
①メーター検針　②文書配布　③調査
④PC入力で報告書作成　《経験不問》
時間／月～金　8：30～17：20　休憩60分
休日／土日・祝　年末年始・その他
資格／原付免許以上　社有バイク貸付
社保完、制服貸与、通勤手当、退職金制度
●子育て～中高年世代も多数活躍

長く働きやすい安定した企業
年齢不問　再雇用あり
時給1050円＋交通費

第一環境株式会社
中央区水前寺6-3-6 ヨネザワ第2ビル1F

（県庁前バス停 徒歩5分）

☎096-285-5036 担当：中尾・米村

パート

「看護小規模多機能」入浴専門員
●デイサービスご利用のお客様の入浴介助
●無資格・未経験OK ●日勤帯のみ♪
●仕事の流れを覚えやすい
●喀痰吸引研修を優先的に受講できる

中央区十禅寺 1-3-1
（世安ウエスト車2分）

☎096-278-7811
採用担当まで

↑HPを
チェック!!

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

病児病後児保育助成制度
待遇と福利厚生や
働き方は面談にて

…………1日4～8人の入浴ケア…………
《勤務》セントケア看護小規模くまもと
　　　  東区新外3-3-33
時間／相談可　9：00～15：00、17：00など
時給／無資格：870円
　　　週30h以上勤務：970円
　　　介護福祉士：920円～1220円
　　　※実務経験年数による

交通費、無料駐車場、昇給、制服支給など

介護業界が初めての方も
資格取得を目指す方も
セントケアの
「魅力・やりがい」

パート

餃子の製造
食事、制服、笑い有、未経験者大歓迎！
隔週シフトなので自由度高め！

時給／830円～（規定により昇給あり）
時間／9：00～19：00内4h・週3日以上

餃子屋 弐ノ弐 清水工場
北区室園町 2-16

☎096-345-5922 担当：林田

アパ

薬剤師（急募）
病棟及び外来での調剤業務

給／当院規定　（正）昇給・賞与有　社保完
休／（正）週休2日（年間107日）、年末年始
時／8：30～17：30　時間・日数応相談

くまもと成城病院
北区室園町 10-17

☎096-344-3311

正 パ

調理師・給食作業員
給／当院規定　（正）昇給・賞与有　社保完
休／（正）週休2日（年間107日）、年末年始
時間／6：00～15：00、10：30～19：30
パート可、勤務時間・日数応相談

くまもと成城病院
北区室園町 10-17

☎096-344-3311

正 パ

スイミングクラブのフロント業務
≪ フロント業務・子ども応対 ≫
時間／平日 15：00～19：30
　　　土 9：00～15：30
　　　※1日3～4h、週20h程度

時給／820円～　交通費規定支給
　　　※研修期間3カ月間は790円
未経験でも可　子ども好きな方歓迎！

「人と接することが好き」
勤務：天然温泉ぶぶたん近く

ベストスイミングクラブ
戸島校

パート

☎096-388-6116
東区戸島 7-4-1

放課後デイ 保育士
選べる勤務地　北区：①かなこぎ　②楡木
遊び中心、送迎業務　持ち帰り、残業なし
時／14：00～17：30　希望の時間休み
※教員、保育士免許　※車免許　時給1000円～

中川児童会
北区鹿子木 136-13（北部中学校そば）

☎096-200-9234

一般社団法人

パ

①三年坂通り支店 ホール　②本店 出前配達
①オーダー、配膳、お膳セッティングなど
時間／Ⓐ10：30～15：00　Ⓑ18：00～22：00
時給／Ⓐ900円　Ⓑ1000円　3～5h、週2日～
②配送車で宅配、後日桶回収　要普免
時間／Ⓒ9：00～14：00　Ⓓ15：00～20：00
時給／ⒸⒹ900円～　3～5h、週1日～
まずは1～3件から始めて、空時間にポスティング
子育て中、介護世代も多数在籍
随時相談しながら働けます

学校や家庭と両立できる
運動不足解消のシニアさん

み～んな大歓迎！

峰寿司
東区昭和町8-22（本部）
☎096-360-1888

受付／9：30～17：00   担当：ミヤザキ

アパデイサービス　管理者及び管理者候補
当社では独自の教育システムで
日々考えながら活躍を応援
管理者：20～25万円　管理者候補：18～20万円
時間／8：30～17：30　土日休　試用期間有
　　　※介護福祉士経験者優遇
転職希望や介護業界に興味のある方
意欲重視の採用  《他部門業務拡大中》
中高年も新たなチャレンジの職種!! 

知識・経験・資格　一切不問
●土日休　残業なし
●慣れるまでしっかりフォロー

デイサービス こんぺいとう
東区下江津 6-10-30

（ローソン江津セイラタウン入る）
☎096-388-2721（本社 ふきのとう）

正社員

庄屋グループ3店舗　ホール　キッチン

年内採用強化中！
12月までに採用で「入社祝い金」

時間／9：30～23：00内で4h～　※店舗ごとに異なる
時給／①880～930円　②900～930円　③950円～
　　　※22：00以降 ①1100円～　②1125円～
●自分のペースで時間帯や条件などでお伝え下さい
●扶養枠内　●無理な残業もありません

全店チェック

アルバイトパート

●2月末まで勤務「1万円」　●4月末まで「2万円」

①庄屋　「からだにやさしい和定食」
　・サンロードシティ熊本店　・十禅寺店　・玉名店
　・ゆめタウンサンピアン店　・ゆめタウンはません店
②おさかな家族 雑魚屋　「魚介類や活魚の和の創作料理」
　・ゆめタウン光の森店
③定食屋 百菜旬　「和洋中のおいしい定食」
　・イオンモール熊本店

働きながら、家庭や学校との両立も叶う
午前、ランチ、夕方、夜の希望で1日4h～

《 ほかにもたくさん！　うれしい特典 》
・日祝・年始+50円　・食事券　・食事付、制服貸与、交通費

40・50代がキラキラ活躍している職場
忙しい主婦にうれしい選べる曜日時間
さぁ、ここでお仕事決めちゃいましょう～

10120-1818-34 担当：西村
〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

九州を中心に、和食ファミリーレストラン

（株）フードプラス・ホールディングス

体制強化の増員　①介護職　②調理補助
介護業界がもっと好きになる!
①（正社員）介護福祉士
　（準社員）初任者研修以上
②（パート）資格不問 1年ごとの更新

北区植木町滴水9-2

☎096-272-3300
担当：藤田

平日9：00～17：00

…………… 柔軟なシフト ……………
待遇／（正・準）賞与あり、有給、交通費
車通勤可、昇給、各種保険、各種手当、他

①介護職　※シフト、休日は応相談
給与／正社員：16万5000～20万6300円
　　　　　　 ※資格・処遇手当含
準社員：15万5000～16万円　※処遇手当含
パート：時給800円～
時間／7：00～翌7：00
　　　※交替制、早出、遅出のみ可

②調理補助　※食事提供の補助業務
時給／790～920円+処遇手当（10円/h）
時間／5：30～19：30交替制　週3～5日程度
休日／応相談　　1日4名体制

かなんの杜
社会福祉法人 滄溟会
特別養護老人ホーム

↑HPを
チェック！

正 パ

■教育体制の充実
■キャリア設計を描ける環境
■産休、育休、介護休の取得推進

①訪問介護　②生活サポート

①《 週1回～　6：00～20：00　応相談 》
　●手当支給、交通費　※経験前職考慮
　時給／介護福祉士：900円～
　　　　初任者研修（HP2級）：800円～
　　　　夜勤専従：1万3500円/1回
……………………………………………
②《1日8名程度　9：00～18：00　応相談》
　●交通費、昇給ほか　※年齢、資格、経験不問
　時給／祝祭日：880円～　
　　　　平日、土曜：780円～900円

「まるごと公開　就職説明会」
※要予約　1日5名限定開催　
ぜひ一度、職場の見学にお越し下さい

①有料ホーム介護業務全般とヘルパー兼務
②見守り、洗濯、掃除など生活支援
●新期の特定処遇改善加算一時金支給
●無資格から資格取得 プリセプター制度

年内増員ですが
年明け希望も対応します
不安を解消できる説明会

パート

HPチェック！！↑

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


