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来春開設 既存施設から始める介護
【実務未経験のための説明会と有資格者の働く相談会】
13：30～スタート　※1時間程度
①7/29（日） ②8/5（日） ③他日も随時
働く環境・待遇等当日聞けます

朝・夕の時間帯勤務のパートを募集
●シフト固定　●午前中限定　●午後から　など
短時間で働きやすい日数でのご相談ができます

………………………………………………………………………
知識やスキルは入社後から身につけられます

「ありがとうの言葉と笑顔」を共に咲かせましょう!!
ベテランスタッフがしっかりサポート致します
◎ 生活介助・食事介助・入浴介助など ◎

無資格者 ： （パ）時間／6：30～20：00　時給／750円～
資  格  者  ：（正） 前職、経験により考慮
　　　　　（パ）早朝時短型　時間／6：30～　4h程度
　　　　　　　　　　　　　時給／1000円～1200円　
　　　　　（パ）土日限定型　時給／850円～

来年3月オープニング募集
意見や要望をスタッフで共有
資格取得応援制度あり

正 パ

南区富合町杉島 1127
（3号線杉島交差点より車で1分）

☎096-358-0377

温泉施設 館内スタッフ

心とからだの癒しの場で
身体を動かし健康的になりませんか

東区石原2-4-11（東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000つる乃湯熊本インター店

パート アルバイト

●お子さんを学校に出し、帰るまで…
●Wワークで収入UP…
●学生さん、シニアさん　安心して働けます
………………………………………………………………………

①フロア清掃　月10日～　13：00～17：00（4h）　時給830～850円
②皿洗い　　週2日～　  6：30～8：30（2h）　  時給860円
③深夜清掃　24：00～翌2：00（2h）　　　　　時給1150円
………………………………………………………………………

■研修中も同じ時給です！！　■車、バイクなど通勤可
■制服貸与、各種保険　　　■随時昇給
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百貨店の接客販売

　時給／1000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　長期で百貨店で働く

………… ＜ 女性ファッションのお仕事がいっぱい！！ ＞ …………
カジュアルブランドから高級ブランドまで
幅広い年齢層の方に接客販売することで

自分のサービスレベルを向上させることができます 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）

ナンキュウスタッフ
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パート 紹介

①介護職　②夜勤専従　③調理
無料で資格取得！！
安心して働ける　《働き方の相談受付中》
①介護職　時間／働き方に応ず
　給与／(正)16～18万円　(パ)800～850円
②夜勤専従(パ)　時間／17:00～翌9:00
　給与／夜勤1回　1万3000円～1万5000円
　　　　（利用者の人数によって変動）
休日／働き方に応ず　①②資格手当別途
経験を経てステップアップし、資格を得られる職場

③調理パート　10食程度
　750円～800円　経験不問
　9:00～　応相談下さい

ふきのとう
東区下南部 2-15-11（下南部団地そば）
☎096-388-2721

小規模多機能ホーム

正社員 パート

クリーニング仕上げと検品
● 特に技術は必要ありません
● 個人用空調設備完備
時間／8：30～15：00頃
休日／日・祝・他工場カレンダー
時給／800円+能力給+交通費
みなさん未経験スタートです
受付やレジ業務　一切ありません
週2日～5日の中で日数を自由に選べます

月20日1日5.5h例：月収9万2000円
能力に応じて加算あり

中高年・シニア層の方も歓迎

ホワイトロード 益城工場
上益城郡益城町惣領1549-1
（健軍電停より車で10分）

☎096-286-2239 担当：井上

パート

情報処理サポーター
PC基本操作必須、詳細面談にて
時間／9：00～16：00　休憩1h

時給／800円～　休日／日祝・隔週土
交通費・雇用保険　希望はお伺いします

㈱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

医療研究施設内 洗浄・清掃作業スタッフ
難病治療なども研究するチームの
一員として、貴方の力を貸してください

勤務地／中央区本荘　勤務日／月～金曜
時間／隔週勤務　9：00～16：00
時給／810円　交通費（規定による）、賞与有
●電話後、履歴書郵送。後日、面接の連絡
30代～70代の方まで幅広く活躍中！

消毒清掃したクリーンな施設で
安心して働ける職場です
未経験者の方、多数在籍中

九動株式会社
〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1
☎0942-50-6755 担当：垣本

パート乗車券販売
《時給UP!!　藤崎宮前・堀川駅で活躍》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時間／6：40～19：10　シフト

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クリーニング作業 ②配送員
時間／7：30～16：30　8h　車通勤可
給与／① 時給790円　② 月給15万円
② 休／日・土・祝　社保完備、通勤手当・有給有

電話後、履歴書送付、面接

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：カナザキ

パ 契

保育士・幼稚園教諭
現在26名の保育士活躍中

職員の和を大切にする　明るい職場です
時間／9：00～16：00　6h　休／土・日・祝
時給／900円　※無理なく働けます

大江こども園
中央区大江2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

パート

病院 ①調理 ②食器洗浄 中央区坪井
働きたい幅広い世代が在籍しています
日数、時間は希望優先します
①調理全般（20食程度）　調理・盛付・配膳・洗浄
　時間／ⓐ6:00 ～15:00　ⓑ10:30～19:30
　※フルタイムは調理がメインになります
②食器の洗浄　時間／16：30～19：30
①②時給800円～850円　休日／面談時
●勤務地／藤崎宮駅より徒歩3分

朝・夕時間の有効活用
資格や経験も問いません
なんと、交通費全額支給

㈱南九州ニチダン
西区城山 2-7-11（ゆめマート城山そば）
☎096-329-7500 担当：工藤

パート

ホール・キッチン
中高年や主婦にうれしい条件

上益城郡嘉島町上島 2232

……………………………………………
時給／950円～　
　　　※年始・お盆手当（50円/h）
時間／（昼）9：30～または10：00～
　　　（夕）17：00～または18：00～
　　　※週2日、3h～　※平日、土日のみ可
待遇／交通費規定支給、社員登用制度有
　　　社会保険有（法定による）、食事券
　　　制服貸与、時給UP制度有、他手当
……………………………………………
平日、週末　どちらでも働けます

シフトは1週間ごとに提出
急な休みにも柔軟に対応！
さまざまな手当てが充実
詳しくは面接で！

お客様のご案内
定食だから、配膳もスムーズ
できることからお願いしていきます

スタッフ向け食事無料
朝・昼・夕方・夜
自己申告で働ける

日・祝は+50円/時給手当有

定食屋 百菜旬
イオンモール熊本店

パート

☎096-235-6280

アルバイト

●キャリアアップや社会復帰　異業種からの転職
●定年後働きたい　中高年
●年齢経験前職考慮　実務経験は問いません
＜夜勤専従看護職＞　
給／正看：30万円～　准看：25万円～
時／16:30～翌9:00
＜医療事務＞　医療事務2級以上
給／15～18万円　時／8:30～17:30、～12:30

働きやすい職場を提供
①月に9回（18日）勤務 年間休日149日

②年間休日115日

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

①夜勤専従看護職（常勤）　②医療事務正社員7月入職可能！ オープニング職員

☎090-9601-7609 担当：星子

正 パ

医療や介護の現場での
経験を活かせる施設を

一緒に盛り上げていきませんか

北区龍田弓削 1-17-12
（龍田まちづくりセンター近く）

住宅型有料老人ホーム

見学・説明会随時開催
詳しく聞いて、質問して
安心して働けます
新規立ち上げのために、
あなたの力を貸してください
……………………………………………
①准看護師
　（正）17万円～　（パ）時給1000円～
②介護職員
　（正）16万円～　　　（パ）時給850円～
③ケアマネージャー　  （パ）時給900円～
④調理　（正）15万円～　（パ）時給800円～

入職時期、シフト、資格手当等
詳しくはしっかり相談しながら入職できます
……………………………………………
時間／いずれも働き方に応じたシフト又は
　　　固定8h、3h、夜勤専従者などさまざま
休日／働き方に応ず

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＞

●次回掲載は
　　8月4日号です委 …委託業務

契 …契約社員

パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 派 …派遣社員

紹 …紹介

☎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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週1回の「リビング新聞」 配布員募集
毎週水曜から木曜の2日間　明るい時間帯
自分のペースで気軽にポスティング！
お住まい周辺の約300世帯～が対象地域

月収／約2万円～11万円以上可能
　　　（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

空いた時間を
有効活用しませんか？

運動して健康になりましょう

委託業務

リビングプロシード 熊本支社
中央区新市街 7-20-2F

（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）
☎096-359-3611 担当：中道

福祉の事務補助
サポート付き　簡単な書類整理等
9：00～15：00内3h～　時短勤務

長期勤務の方賞与　都合のいい休日可
勤務日は面談時　時給850円～

明徳会
北区明徳町707-1（3号線交通機動隊入口より800m）

☎096-215-9101

社会福祉法人

パート

①取材・営業 ②取材・営業アシスタント
給与／①月給19万円＋諸手当
　　　②時給850円～
時間／①10:00～19:00（休憩1時間）
　　　②10:00～19:00の間5h以上
休日／①日祝日、第2・4土曜日
　　　②土日祝日
資格／普通免許・パソコン文字入力
応募／電話連絡の上、履歴書送付

子育て中の
働きたいお母さん大歓迎！！
急な休みにも対応します

エース出版株式会社
北区龍田陳内3-20-124

☎096-339-8555 担当：井口

正 パ 中央区 サビ管・支援員
就労移行支援事業所のサビ管・支援員
時間／9:00～18:00　残業なし
給与／正社員　月給16万円～
　　　パート　時給900円～
休日／土日祝
PC経験者優遇・時間は応相談
待遇／（正）社保完備
手当／資格手当、通勤手当

30代、40代の明るいスタッフが
活躍しています。

お気軽にお問い合せ下さい！

在宅就労支援事業団
中央区大江4-9-13

☎096-247-6686 担当：井上

熊本中央

正 パ

短時間・簡単な事務
3人体制事務・経験資格不要
時間／9：00～17：00内4h～
PC基本操作あり　休日も応相談
時間日数が選べる　時給／850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

パ

①外来看護師　②病棟介護
資格・皆勤の手当て  別途
各種保険　交通費支給
復職・転職・シニア  応援

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

無料学童保育スペースあり
労働条件については、働きやすさを整えています
時間／8：30～17：30　残業はありません
　　　①看護　常勤2交替制　②介護　希望時間
時給／正看：1200円～　准看：950円～
　　　介護福祉士の方：880円～
　　　資格無し介護の方：800円～
休日／面談にて希望を伺います

パート

完成間近!! 30床有料ホーム職員
働きやすさの中にあるやりがいを
当法人でぜひ見つけてください

正社員 パート

住宅型有料老人ホーム

勤務地／南区田迎 2-14-1 （けやき通り入る）

☎096-342-6111  (株) ハピネスライフ
開設室／北区山室 3-5-25（サイクルスペースあさひ隣）　担当：志田

介護施設 現地見学受付中
年間休日109日 手当てあり
まもなくオリエンテーションスタート!!

転職で失敗しない「働き方相談会」開催中
お仕事復帰のチャンス　ブランク心配ありません
①介護職員　介護福祉士　　（正）18万円～　　　（パ）時給900円～
　　　　　　実務者　HP1級  （正）17万4000円～　（パ）時給850円～
　　　　　　初任者　HP2級  （正）16万3000円～　（パ）時給800円～
②調理　（正）15万5000円～　（パ）時給800円～
③事務　（パ）時給800円～　※介護事務経験者は能力・経験により優遇
……………………………………………………………………………
時間／①　6：00～20：00の間で　（正）8h シフト　（パ）4～5h、週4日程度
　　　　 ※（正）夜勤・宿直あり　いずれも交替制、週休2日
　　   ② 6：00～19：00の間で　（正）8h シフト　（パ）4～5h、週4日程度
　　   ③ 9：00～16：00の間で　（パ）5h程度、週5日程度
……………………………………………………………………………

◎ 経営理念 ◎
「心のぬくもりサービス」　「できるだけ働きやすい環境」
是非私たちと一緒にあったかい施設をつくりましょう

8月下旬 新店舗スタッフ
商品陳列やレジ、惣菜調理
週3日×4h～　明るく接客ができる方
私生活と両立した働き方
始めてみませんか

西区池田 1-15-53 （京町台郵便局そば）

ⓐ5：00～8：00　　  時給900円
ⓑ8：00～17：00　　時給810円
ⓒ17：00～22：00　  時給850円
ⓓ22：00～　　　 　時給1013円
待遇／制服貸与、車・バイク通勤可
　　　社員旅行、他
……………………………………………
私生活と両立した働き方
始めてみませんか

おいしさい～っぱいのヒライ
新店につき短時間採用スタート

ご連絡をいただければ柔軟に対応いたします

シニア層　主婦　学生など
きれいなお店でお仕事できます
すぐに働きたい方は
近隣の店舗で採用中

0120-01-0234

京町台店

アルバイトパート


