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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）

＜掲載料金例＞
く
ま
も
と

し
ご
と
人

美

●次回掲載は1月25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

小中学校パソコンを使用した授業の支援員
コンピュータを活用した授業
子供たちの成長を支援する
お仕事です

東京都多摩市落合 1-34

10120-349-977
ICTサポートセンター 採用担当

株式会社
ベネッセコーポレーション

パソコンを活用した授業のサポート
期間：2019年9月～3月（継続可能性有）
【勤務地】上天草市・宇城市の小中学校
時間／8：30～17：30
　　　（学校7h+自宅内勤1h）
給与／（契）16万円
　　　（ア）時給1050円（研修給790円）
休日／土日祝日　勤務日数相談可能
待遇／マイカー通勤可　交通費支給
　　　各種保険等あり

未経験者歓迎、研修制度も充実

契

ベネッセ　ICT 検索

お気軽にエントリーしてください

子供たちの成長を
一緒に支援しましょう

ア

夜勤のないデイサービス介護職員
《パート》 平日週１日4h～
8:30～17:30 介護関連資格者820円～
事前予約 「参考になる話がいっぱい」

東区下江津 6-10-30
（ローソン江津セイラタウン入る）
☎096-245-8683 担当：なんり

パート

デイサービス こんぺいとう

正社員
当社では独自の教育システムで活躍を応援
資格取得も全面バックアップ
「年内説明会開催」 来年勤務も可
《正社員》 ヘルパー2級（初任者）資格
時間／8：30～17：30　給与／17万～18万円
別途資格手当、賞与年2回、交通費支給
退職金制度など　休日／土日祝
●資格保持等により優遇　納得の雇用形態

セントケアグループ5事業所「訪問介護」
初めての訪問介護なら
在宅に強いセントケア！
まずはベテランスタッフが
同行いたしますので、安心

中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）

☎096-278-7811

HPを
チェック!!
↓

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

直行直帰やスキマ時間で
希望時間をお聞きします
時給／1164円～1910円

………………… 内  容 …………………
お客様宅を訪問し、調理・洗濯・掃除な
どの生活援助、食事、入浴、排せつなど
の身体介護をしていただきます

資格／ヘルパー2級もしくは
　　　初任者研修以上、運転免許
昇給年1回、介護福祉士資格手当＋50円
処遇改善加算一時金年2回支給

《勤務地》 ①合志市幾久富
②中央区水前寺　　③北区植木町
④上益城郡御船町　⑤八代郡氷川町

入居者さん一人ひとりと向き合える介護へ
●月収目安：週3日、1日3件、日中働くSさん=5万円

パート

2020年短期限定 百貨店の接客・販売
≪短期・単発お探しのみなさまへ≫
期間内の希望日程を今年のうちに決めちゃお～
①「駅弁 会場」 １/29（水）～2/17（月）
②「バレンタイン会場」 1/31（金）～2/14（金）

☎080-5263-0324 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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……………………あとわずかで人員達成！！……………………
販売経験がなくてもＯＫ　楽しく仕事ができる方希望
●毎年大人気の催事 まもなく締切!!
《応募》 高校生、大学生、フリーター、主婦など
　　　　お電話受付→面談→登録→おしごと情報案内→研修
早めに次の仕事を決めて安心したい、フリーター、試験・就活を
終えた高校生や大学生も　男女問わず　ご相談ください!！
…………………………………………………………………………
時間／9：00～19：30　実働7.5h　時給／①1100円　②1200円
●短期催事 時給1200円で15日間働いた場合
　1日9000円 × 15日 で 13万5000円
百貨店での販売員など豊富なお仕事情報をご紹介
登録するだけで、希望の条件が叶います

パ 紹

夜勤ができる　病棟正看護師
「日本で唯一歯科に特化した病院」
口腔に関する専門性を高めたい方！
夜勤は24床で看護師2名体制！
前職の歯科勤務は問いません！

中央区子飼本町 4-14

☎096-343-0377
人事：中村・服部

日勤／平日・日祝 8：30～17：30
　　　土 8：00～17：00
夜勤／17：00～翌9：00　210分休憩
年間休日112日　手当／夜勤、皆勤、通勤、住宅
待遇／各種保険、昇給年1回、賞与年2回、退職金制度

…… チームナーシングの看護ケア  ……
●1つの病棟を2つ以上のチームで受け持つ体制
●看護師と看護助手との業務
《意見交換や業務改善行うことでフォロー》
給与／19万1000円～　正看護師資格者

■約200名の職員数のうち正看護師20名在籍
■産休、育休、介護休暇取得実績
■子育て手当、育児による短時間勤務

正社員

給与モデルは
こちらで！

おかげさまで80年
事前病院見学 受付中
当院の魅力に触れてみて

←

「残業ゼロ」　①看護師　②介護士（資格不問）
①②ともに夜勤手当を4回含みます
①看護職　給与20万5100円～
②介護士　給与19万3600円～（資格なし）
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
②短期パート 1200円～ 時間相談可
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 パ

㈱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

①総合職 ②非常勤講師（情報、家庭科、英語）
①学校運営、教務、広報など
給／22万9700円～昇給・賞与有社保完
時／8:45～17:45　休／年間120日、有
給、リフレッシュ休暇有　産休育休有

高時給・働きやすい教育業界
主婦の方の再就職も大歓迎
上通に４月開校の通信制高校

飛鳥未来きずな高等学校
勤務地:中央区上通町１番１NK第1ビル２階

☎096-276-6884 担当：小山（おやま）

学校法人三幸学園

正 パ

資格／①②高等学校教員免許要

②授業１コマ60分、週２～５コマ
時給／2800円～3500円（基本＋手当）
＋交通費　時／10：00～15:50内４h
応相談　休／土日祝他（週休2日）

●椅子に座っての作業です
●週3～5日　フレックスタイムあり
●自宅での内職へ転向も可能です
応募／履歴書送付後、面談になります
時間／9：00～16：00　土日・祝日休み
時給／800円～900円＋通勤手当あり
※経験は特に必要ありません
※手作業が好きで得意な方

始業就業の時間を
自由に決められる

お仕事はじめませんか

㈲フェザークラフト
〒869-1236 菊池郡大津町杉水 2969-5

（大津室交差点より車5分）
☎096-349-3741 担当：高橋

弓道の道具を作る仕事ですパート

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

無料院内学童完備　医療事務
受付、保険請求　前職経験により優遇
●年間休日108日　●賞与3.2カ月　他手当
●育児休業取得実績あり　●退職金制度あり
月～金8：30～17：30　9：00～18：00
　　土8：30～12：30　休日／日祝+週1日
給与／14万～19万円　時給870～1000円
　　　各種保険、特別休暇、国内海外旅行

●当院は全職員に寄り添う子育てサポートつき

資格経験に関わらず採用
入職半年後に就職祝い金
ただいま、10万円支給中

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

正社員 パート

創業43周年 通信販売の電話応対

～毎月入社しています！～

子育て中の
スタッフも
多数活躍中！

ブライト企業認定企業

☎096-385-6226   

http://550229.jp
担当／総務人事課

[月～土]9：00～17：30

月～土17：30以降と日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

● 服装自由、働く日数・時間が自分で選べます！
　 土日祝日しっかり休めます！　未経験者歓迎！

内容／お客様応対（商品をご案内する業務です）
時給／900円～1200円（扶養内勤務OK）
時間／3h～7.5h以内で自由に決められます
休日／土・日・祝日、ほか平日も可（年末年始、盆休など）
資格／パソコンが使えなくても大丈夫！　中高年の方も活躍中
待遇／交通費支給（当社規定）、定期健康診断
　　　雇用・労災・健康保険・厚生年金（社保勤務時間による）

JR水前寺駅から徒歩5分！通勤に便利です！

パ

①サ責 ②介護スタッフ ③夜専スタッフ
学研が運営する高齢者向け住宅
業務拡大のため増員募集！！

東区西原271 「東海学園前」駅より徒歩20分 

☎096-381-7161 担当：ツノダ

㈱学研ココファンにしばる

給与／①（正）固給24万3400円～
　　　②（正）固給21万9200円～
　　　　（パ）時給1048円～
　　　③（パ）1勤務／1万9196円～
　　　※給与は各種手当含む

時間／①②7：00～21：00の間の実働8h
　　　③17：00～翌9：00　※週1回～OK

資格／①介護福祉士、実務者研修
　　　　ヘルパー１級のいずれか 
　　　②③初任者研修以上

休日／（正）月8～10日、年間114日
　　　（パ）シフト制
待遇／昇給、社割、有給、健康診断
　　　予防接種、車通勤可、交通費
　　　社保完

正 パ

資格を活かして
キャリアアップしませんか？
ぜひ一度、お気軽に
職場見学にお越しください

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

問合せ受付・データ入力
中央区花畑　1/8～、3カ月間　交通費有
①9：55～19：00　休/シフト　時給/1200円
②～15：00など　休/土日祝　時給/1100円
求人番号：①H004783　②H004784

SOGO‐PLANT 熊本支店
中央区桜町 1-20 西嶋三井ビルディング14F

10120-122-017

派

労働者派遣事業許可番号　派43-010084

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 事務補助
簡単な清掃含む　60歳以上

急な休み希望にも対応します
時間／9：00～16：00（6h）  土・日・祝休
時給／820円　交通費あり

大江こども園
中央区大江2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

パート

熊本市内・上益城郡への訪問看護師
日勤の訪問先多数
慣れるまで2人体制・週休2日
正看護師：23万円～　准看護師：20万円～
時間／8：30～17：30　賞与年2、通勤手当ほか
●在宅での看護業務　1日1～4件訪問
●月～金の週末休日型　●平日と週末の休日型
《既卒予定、キャリアアップ志向まで応援》
経験浅くても安心してスタートできます

時間を絞って働くことで
1日のスケジュールが明確
出勤、訪問、休憩、再訪問、帰社

株式会社 弘プラン
上益城郡益城町古閑511

☎090-4988-0966 担当：古閑

正社員

介護医療院のケアマネージャー
29床の療養、生活施設の場で
入居者のケアプラン作成や交流と
支え合いの地域づくりの促進業務
時／8：30～17：30　土曜：2日/月午前のみ
給与／20万～23万円
●資格はあるが、実務経験がなくて不安…
●退職後も資格を活かしたい
●今年資格取得して就活中…など

賞与2～3カ月 年間休日115日
不安なく働ける環境
休日応相談・日祝可

介護医療院 心ほか
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

正社員

庄屋グループ「中途採用」 ホール・キッチン
異業種から飲食業界へ挑戦！
ゼロからのスタートを応援します
就活!! 《新卒》《既卒》問いません
…………… 選べる勤務地  ……………
①【庄屋】 ゆめタウンはません店
　　　　 サンロードシティ店／十禅寺店
②【雑魚屋】 ゆめタウン光の森店

給与／18万～28万円　休日／月4～6日
時間／10：00～23：30内でシフト
応募／履歴書を右記へ郵送後、面接
男女問わず経験を積みながら
心機一転!!　　正社員
経験の方にはやりがいのある環境

～グループ98拠点・約250名の社員～

本社で受付、店舗で面談
まず、希望をお聞きし
待遇、福利厚生の魅力を
ご説明いたします

正社員

0120-1818-34

㈱庄屋フードシステム

詳細はHPでも！→

〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

①清掃 ②マンション管理
健康志向のシニア多数　短時間再就職
①菊陽ビジネスホテル　9:30～14:00
②中央区8:00～15:00　土日祝休・有給
①800円～シフト休　②790円　①②交費有

㈱千代田 熊本営業所
菊池郡大津町室 1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入

パ

炭火焼居酒屋 ①店長 ②ホール接客
居心地のよい店づくりのため
新しい仲間として活躍しませんか
いい雰囲気で仕事ができる人材を求めます
希望は最大限お聞きします　遠慮なくお伝えください
①店舗運営、管理、マネジメントに関するお仕事　
　時間／15：00～24：00内実働8h　　給与／20万円～30万円
②ホール業務全般
　時間／17：00～23：00内希望相談　時給／900円～

休日／①月曜定休+シフト制　②働き方に応ず
福利厚生／①②社保完、交通費規定支給、制服貸与ほか
●①柔軟な発想でお任せしたいと思います
●②平日のみ　●土日　●週1日…さまざま
「平日は18：00～、週末は17：00～」　なんてシフト希望もOK！

菊池郡菊陽町光の森 1-16-4
（熊本北郵便局そば） ☎096-221-4119 担当：岡野

炭火焼きの囲炉裏のある店内
学生さんからシニア世代まで

幅広く歓迎します
受付：㈱ネクステイジ　中央区上水前寺 1-1-13

　　 上水前寺タウンビル飛鳥 202

正 アパ


