
2018年11月17日　土曜日　＜14＞

医師書類の作成補助
医師書類お手伝いスタッフ

時給／900円～
時間／8：30～17：00　休日／週休2日
応募／写付歴郵送後、面接日連絡

熊本機能病院
北区山室 6-8-1

☎096-345-8111 担当：総務課 藤本

医療法人社団 寿量会

パ

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
　　12月1日号です委 …委託業務 紹 …紹介

契 …契約社員

パ …パート

派 …派遣社員

ア …アルバイト

正 …正社員
☎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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①介護職　②登録型ヘルパー
そろそろ、資格を活かしてはじめてみませんか？
①介護職　（正）16万円～（シフトにて週休2日）
　　　　 （パ）800円～（週1回～）
　時間／8：30～17：30
②登録ヘルパー　時給／1200円～1500円
　週1日～　1日1h～　希望時間
待遇／規定内交通費・各種保険・他諸手当
経験を経てステップアップし、資格を得られる職場

介護・福祉志望の方へ
①小規模多機能ホーム　職員
②働きたい曜日・時間の登録型

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

☎096-388-2721

パート

ふきのとう

正社員

週 1回の「リビング新聞」 配布
毎週水曜か、木曜の明るい時間帯
お住まい近くのエリアで2h～4h程度
300部～500部ポスティング！！

月収／300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

ウォーキングしながら
リビング配って

「きれい」も「お小遣い」もゲット!!

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

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（8h）　休／月に6日
3人体制　電話対応・書類作成など
※バス停0分　詳細面談　給／16万円～

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

正社員週3日4h程度 家庭調理
家庭料理が好きな方

時間／12：00～16：00　休日／日曜
少人数の一般家庭宅で作る手料理
詳細は面談時応相談下さい　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

病院内の清掃
1名採用！ 済生会熊本病院内

時間／8：00～16：00　7h
休日／土日・祝　年休6ヶ月継続後
時給／800円　別途通勤手当あり

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

パート ①事務員 ②水道メーター検針員
①受付・電話対応・その他一般事務
勤務地／北部水道センター　時給／800円
時間／（午前）8：20～13：20、（午後）12：
20～17：20、8：20～17：20
資格／PC入力必須、経験年齢不問
②指定地域の水道メータ－検針員
日給／日給4000円+加算給（検針件数）
月収例：約8万円（1日180件、8日実施）
時間／9：00～15：00　月8日程度

交通費・各種保険、①のみ雇用保険
休日／①土・日・祝、年末年始
　　　②働き方に応じた日数

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：村上・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時まで）

北区・玉名市・八代市 商業施設の売場
時給／800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

市内・近郊の宝くじ売場パ

舗装経験 現場作業
舗装工事経験者求む!!

時間／8：00～17：00　8h　※残業なし　日・祝休
日給／①1万円　②8000円　詳細面談
① 舗装機械オペレーター　② 作業員

有限会社 日成鋪道
上益城郡益城町古閑 329-2

（グランメッセから徒歩で5分）

☎096-286-8176 担当：田中

契約完全内勤受付
持ち込み・リサイクル品の入力業務
時間／9：00～17：00　週4日応相談
休日相談可　交通費あり　経験不問
デスク業務です　時給／900円

(有)馬場商店
西区上熊本 2-1-46（城の湯から徒歩1分）

☎096-352-0113 担当：やまべ

パート

高齢者に優しく丁寧な対応ができる方
施設における暮らしの看護ができる方
＜看護師　資格必須＞
給与／25万円～30万円
時間／8：30～17：30　夜勤なし
休日／土・日・祝
年齢や経験不問　60歳以上でも可

29床の病棟併設型老健
介護医療院へ開設予定
同フロアに入院病棟あり

心ほか（しんほか）
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-285-6225

介護老人保健施設

老健看護管理者（日勤のみ）正社員

●常勤　2交替制　夜勤なしのシフト制
ターミナルケア、在宅診療に力を入れています
《正看》 給与22万円～　《准看》 給与17万円～
日勤／8:30～17:30　16:30～翌9:00
早出／7:00～16:00　遅出／11:30～20:30
《パート》 時給1100円～1200円
ブランク可　経験不問　60歳以上でも可
※希望日数、時間ご相談できます

26床の地域包括ケア病棟
（正）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

病棟看護職正社員 パート

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／800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

校正業務
全国の高校・大学同窓会名簿制作委託
時間／9：00～16：00　※応相談

交通費、雇用保険　休／日・祝・隔週土
長期安定的に働きたい方　時給／765円

㈱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：ハマダ

パート

和食店のホール・キッチン
● ゆめタウンサンピアン店
● 熊本十禅寺店
● ゆめタウンはません店
■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
※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～

平日時給：880円～930円
日祝時給：930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

アルバイトパート

①入居訪問介護夜勤専従 ②洗濯・清掃生活サポート

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

①日中の時間を充実させたい方
　副業をお考えの方
《週1回～　17：00～翌9：00　実働14h》

給与／１回：1万3500円～1万5000円
　　　経験前職考慮
待遇／年1、2回処遇手当支給、交通費ほか
資格／初任者研修（ヘルパー2級）
　　　実務者研修（ヘルパー1級）
　　　介護福祉士
……………………………………………
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／正社員登用制度あり

正 パ

小規模定員約20名の入居様
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

ホームページは
←こちら

意見や要望をスタッフで共有
資格取得支援制度

長嶺シュロアモール　食品スーパー
①レジ接客
②ベーカリー
③商品品出し・陳列

東区長嶺西 1-5-1（シュロアモール内）

☎096-387-0812
担当：松本・吉見

ハローデイ 長嶺店

…… レジも複雑な業務はありません ……
「はじめても」「時短」も問わず
●週1日・1日3h～　●時間内希望相談可
他のスーパーとはちょっと違う売り場
……………………………………………
時間／①10：00～14：00・14：00～18：00
　　　②9：00～13：00・14：00～18：00
　　　③7：00～11：00　※早朝4h
時給／820円+規定内交通費
制服貸与・車通勤可　経験、年齢不問

明るい店内は笑顔と
あたたかいサービスでいっぱい

もちろん、働くあなたへの配慮も抜群です

アルバイトパート

仲間と協力し合ったり
連携し合ったりすることで

質と効率を高め
定着率もUPしています!!

百貨店　短期催事会場と接客販売

☎090-5749-7985 担当：大坪

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　長期で働いています
●食品 ●アパレル ●ジュエリー ●宝飾品・時計
●婦人靴　●毛皮　●紳士服　●バッグなど

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）

パ 紹

ナンキュウスタッフ

40代、50代の人たちが
働きながら自分磨き
まずは無料で登録！！

　時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
　時間／9：00～19：30 （9h内実働7.5h）　休日／ご相談できます

食品・和洋菓子コーナーの各売場も採用

● 新着 12/28（金）～31（月）　大歳の市
　時給／1000円～1200円　時間／9：00～19：30（9h内実働7.5h）

交通費全額支給　学生バイトも多数!!
短期、長期に合わせてバイトのチャンス!!
■お歳暮　■クリスマス　■お正月　など

介護スタッフ 募集
時給／800円～
時間／8：30～17：00（応相談）
休日／週休2日（応相談）
応募／写付歴郵送後、面接日連絡

介護老人保健施設 清雅苑
北区山室 6-8-1

☎096-345-8111 担当：総務課 藤本

医療法人社団 寿量会

パ

≪介護職・看護職≫ お仕事相談会開催!!

労働者派遣事業　許可番号：派14-301172　有料職業紹介事業　許可番号：14-ユ-300992 

派 正 パ

ツクイスタッフ熊本支店　中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14F　担当：松本・大隈

日時／11月28日（水） 9：00～12：00の間
会場／長嶺地域コミュニティセンター
場所／東区戸島西 2-6-37　※P有
……………………………………………………
時　給／介護福祉士：1000円～1200円
　　　　初任者（HP2級）：900円～1100円
　　　　正看護師：1250円～1550円
　　　　准看護師：1150円～1450円
時　間／1日4h～ 相談可　※日勤のみOK
休　日／週休2日以上　※日数相談可
待　遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

＼＼ こんなお仕事あります ／／
■ 日勤のみ＆土日祝休み♪
■ 残業なし!! 夕飯の準備もバッチリ◎
■ 有料・デイサービス・病院 即日案内可能!!

←求人情報
　600件以上
　　↓

日程の合わない方は
ご相談下さい♪

●

●

●

東部青果市場

国体道路
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こども園
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鮮ど市場
●

●

●
長嶺
小学校

●長嶺地域
コミュニティ
センター

アタックス●

ツクイスタッフ熊本 検索

0120-925-291

毎日のシフトを自分で決められます！年明け勤務も可能です！
「午前中だけ」「空いた時間だけ」「長時間勤務」もＯＫ！

お子さんが帰って来るまでの時間の合間に
自分の時間を有効活用してみませんか？

●水前寺駅から徒歩3分で通勤に便利
●未経験でも大歓迎、幅広い年代が活躍中！
●パソコン操作は必要ありません
●勤務時間・勤務日は希望に沿います
●ノルマはありません
●温かな雰囲気で働きやすい会社です
●服装は自由です
………………………………………………………
仕事内容／当社のお客様と電話でお話しいただく
　　　　　仕事です。パソコン操作ができなくても
　　　　　大丈夫ですので、未経験者でもできま
　　　　　す。勤務時間は、あなたの希望に応じて
　　　　　シフトを組みますので、お子さんの学校
　　　　　行事を優先することができ、安心です。
募集人員／10名
時間／9：00～17：30の間で3～7.5時間
　　　週1日～5日
　　　お好きな勤務時間、勤務日で働けます。
　　　ご希望の勤務の仕方を教えてください。
休日／土・日、祝日（平日の休みもＯＫです）
時給／800円～1000円
待遇／交通費支給（当社規定）、雇用・労災・健康
　　　保険・厚生年金、定期健康診断（待遇に　
　　　ついては、勤務時間によって対応します）
応募／詳しくはご説明いたします。
　　　お気軽にお電話ください。 子育てと両立しながら

ムリなく働ける

テレフォンコミュニケーター大募集！

☎096-385-6226   http://550229.jp
担当／総務人事課 [月～土]9：00～17：30

パート

働き方はあなた次第！
【40代パートの1日をご紹介】

   7:30    起床、朝ごはん作り・身支度
　　　  子どもを起こす
   9:30    子どもを幼稚園に預ける
   9:50　JRで水前寺駅到着♪　会社まで徒歩3分
10:00　会社に出勤
12:00　ランチタイム
15:00　退社
15:10　駅前のスーパーで買い出し。JRで帰宅
16:00　幼稚園へ子どものお迎え
17:00　帰宅
22:00　就寝　　

㈱健康家族は経済産業省より
「ダイバーシティ経営企業100選」※
に認定されました。

※働きやすい職場環境が評価

平日17：30以降と土・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

旅行業務全般（予約電話・カウンター受付）
平日の勤務になります
旅行がお好きな方におすすめ
内容／国内・海外旅行に関する予約電話受付・カウンター
　　　業務および旅行手配業務など
時給／900円～
時間／9：20～18：00（土・日・祝休）
待遇／交通費支給、社会保険有、昇給年1回
　　　契約・地域限定社員登用制度有
応募／お電話、または右記メールアドレスへメールにて　
　　　ご応募ください。
　　　詳細をご案内致します。

熊本市中央区花畑町12-28 桜スクエア6F

☎096-211-3933 担当：中牟田（なかむた）
平日／9：30～17：30　土日祝日は休

㈱阪急交通社熊本支店

未経験者大歓迎です！
趣味をお仕事にして
楽しく働きませんか？

ア

nakamuta@hei.hankyu.co.jp
↓メールでの応募はコチラ↓

日勤介護職　病棟
働き方相談 事前見学 受付中
仕事と家庭の両立支援!!

院内に無料の学童スペースあり

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

子育て世代も親の介護世代も
安心して心地よく働ける地域密着型の病院
無資格：時給800円～
介護福祉士：（正）15万500円　（パ）時給880円～
時間／（正）8：30～17：30
　　　（パ）希望時間
皆勤手当5000円、各種保険、交通費あり
休日／面談にて希望を伺います

パート正社員


