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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7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

キッチン　①合志幾久冨　②東区新外
●決められた献立に沿った簡単料理
●初心者も手厚い研修制度で安心
●福祉の仕事に就きたい方
●資格や経験は不問です
①「セントケア合志 デイサービス」
　 3名のスタッフで15～30名の
　 昼食・おやつ作りをお願いします
時間／Ⓐ8：30～17：30　Ⓑ8：30～16：00
　　　Ⓒ17：30～19：30（片付け業務のみ）
　　　週2～5日（社会保険加入も可）
時給／835円～855円
……………………………………………
②「セントケア看護小規模くまもと」
　 5～10名の夕食作りと後片付け
時間／15：00～18：00　週2～3日
時給／835円～855円

《勤務》① 合志市幾久富1656-34
　　　   ② 東区新外 3-3-33　8月新設

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
平日9：00～18：00

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

詳細はご希望を
お伝えください

パート

リフレッシュ休暇のある介護職
厚生労働省次世代育成「くるみん」取得
熊本県男女共同参画推進事業者表彰
給／16万～20万円　学歴、経験に応じて手当加算
時／7：30～翌9：30内 シフト又 固定　希望時間可
年間休日109日　各種保険、各種休暇、各種休業

《退職金制度》
独立行政法人福祉医療機構退職手当共済
熊本県民間施設職員退職手当共済

200人近く在籍 魅力がいっぱい
勤務地多数 時給900～1100円
生活のお世話係は時給800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

正 パ

①事務助手　②看護助手
①研修準備・PC業務・資料整理、管理など
②病棟における看護補助業務
院内保育園、病児・病後児保育室完備

中央区二の丸 1-5

☎096-353-6501 内線5621
担当：事務部管理棟   阿南

●「ワーク・ライフ・バランス応援ガイド
　 ブック」を発行して、
　職員の皆さんの子育てを支援
●《休日》　土・日・祝・年末年始
●シフト制　週32h勤務　4週8休

①時間／8：30～17：15内6～7h
　時給／890円
②時間／7：30～19：30内6～7h
　時給／900円
……………………………………………
※当法人規程による超過勤務手当
　通勤手当など別途支給
※賞与支給　※各種保険　※年次休暇

・詳細についてはお気軽にお尋ね下さい
・採用面接は随時行います

標榜診療科33 病床数550床
一般500床・精神50床
総合診療施設

パート

独立行政法人
国立病院機構
熊本医療センター

求人情報→

「オープンカレッジ」 転職・就職　自信をつけて働く

実践的に学ぶ講座で悩み解決
働くヒントがみつかる
未来が変わる「就活・カレッジ」がスタート

10120-377-017 受付／月～金 9：00～18：00
中央区神水1-38-10　SOGO-PLANTビル

派遣社員

【 あなたにピッタリのお仕事みつかります！ 】
接客販売・軽作業・調理・事務等、職種も
多数取りそろえております！
【 勤務形態もいろいろあります！ 】
長期・短期・フルタイム・パート・平日or土日のみなど
ライフスタイルに合わせて働けます！

≪ 例えばこんなお仕事♪ ≫
・コンビニ　・スーパーでのレジ　・倉庫内での出荷作業
※その他多数有！
時給／900～1200円（派遣先によって異なります）
時間／フルタイム・短時間他（希望の時間を教えて下さい）
休日／週3～5日勤務ＯＫ（お気軽にご相談下さい）
●無料職業相談も受付中！　※要予約

ＬＩＮＥジョブリード
ほか多数新着あり
WEB公開中！→

11/21（木）第1回特別セミナー

開催日時／11月21日（木）  19：00～21：00

「今がねらい目！ワンコインでキャッシュレス講座」
　～キャッシュレス・ポイント還元について
　　　　　実生活でどんな還元になるの？
　　　　　　あなたのお悩み解決します！！～

佐藤 広和 先生
株式投資のプロ

●新しいことを始めたい方、好きなことを生かしたい方
　ご相談に応じます

●詳細は 　
WEBで！→

〈今回に限り特別価格〉

500円で受講！

講

　師

佐藤 智恵 先生
コンサル人数7000人以上！
企業コンサルティングアドバイザー

※無料駐車場完備

派 …派遣社員

《日勤》常勤　外来看護師
26床病棟夜勤なし　研修が充実
不安なく人間関係も良好!!
正看：21万円～23万円　時給／1300円
准看：17万5000円～20万円　時給／1100円
時間／①8：30～17：30　②11：30～20：30
③7：00～16：00　④9：00～16：00（平日のみ）
●時短や固定シフトなど働きやすい環境
●パートは週3日～　●丁寧に指導致します

希望の時間帯を伝えて下さい
●賞与実績2～3カ月 ●年間休日115日
正看1300円  准看1100円

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

正社員 パート

分譲マンションの管理員 中央区北千畑
勤務地／中央区北千畑　※藤崎宮参道沿い　土・日・祝お休み
受付・事務と共用部分の清掃　初めての方でも丁寧に指導します

契約社員

時間／9：00～12：00　実働3h　　給与／日給月給制　4万8585円
待遇／交通費支給（月1万円まで）、制服貸与、労災保険

50代・60代からでも働き始めませんか
※専門知識、経験不要　※午後Ｗワークも可

《 掃き掃除、拭き掃除、モップ掛け、ごみ処理 》
からだを動かし健康な生活を送りたい方　快適で安全な暮らしの支えのお手伝い

《 シニア層の方、女性の活躍応援中 》
お気軽にご応募ください　みんなが活躍できる職場です

■分譲マンションの維持管理業

☎096-278-7680 担当：村山

〈郵送・問合せ先〉　㈱穴吹コミュニティ　熊本支店　〒860-0801
　　　　　　　　 熊本県熊本市中央区安政町4-19　TM10ビル1F

①調理員　②調理補助
●20食程度のブュッフェ形式
●交通費、社保　●男女年齢経験不問
① 1日3食の食事提供
時間／5：00～9：00 と 15：00～18：00
時給／1200円　※実働8h　※シフト
② 配膳と下膳のレストランサービス
時間／15：00～18：00　実働3h　時給／900円
●勤務地：中央区船場町　宿泊施設

週4～5日程度　日曜＋他休み
単身向け食事の提供
①フルタイム9600円 ②3h 2700円

魚国総本社九州支社 熊本事務所
東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

☎096-349-7815
☎080-6449-8593 担当：松山

契約社員

スイミング教室 アシスタント
水泳教室の補助中心に、送迎バスの引率
その他簡単な事務作業など
時間／10：00～15：00　15：00～の教室もあり
時給／1教室：900～1250円　経験により考慮
　　　送迎バスの引率や事務作業：790円
1日1教室、週2日～　時間・曜日など応相談
未経験者から主婦の方が
たくさん活躍しています!

「人と接することが好き」
①熊本校（白山通り）
②戸島校（天然温泉ぶぶたん近く）

ベストスイミングクラブ

☎096-363-6591

パート

☎096-388-6116

①熊本校：中央区南熊本 3-1-3

②戸島校：東区戸島 7-4-1

アルバイト

ホール・キッチン
日祝・年始 時給1000円～
1日4h～の飲食業

学歴・年齢は問いません

定食屋 百菜旬
上益城郡嘉島町上島 2232
☎096-235-6280

イオンモール熊本店

ごはんと味噌汁と漬物がおいしい定食屋
ゼロからのスタートを応援します
時給／950円～　※日祝・年始は1000円～
休日／働き方に応じます
時間／10：00～23：00内で4h～OK
待遇／交通費規定支給、昇給、社保、各種手当
　　　正社員登用制度、スタッフ向け食事つき

●時給に手当給＋50円で1000円スタート!!

パート

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

新設施設 説明会開催 ①介護職 ②看護 ③調理

「来て・見て・感じて」 お仕事説明会開催!!
是非この機会にしょうぶ苑にご来苑下さい
　　　●創業14年の実績　　  ●職員総数300名
　　　●キャリアアップ制度　●子育て世代のシフト
　　　●無資格に資格取得制度と充実の研修プログラム

給与／①初任者・実務者：17万4400円～
　　　　介護福祉士：19万600円～　※夜勤4回手当含
　　　②正看：22万6400円～　准看：21万1000円～　※夜勤4回手当含
　　　③時給／790円～860円　※早出手当等あり
時間／働き方による　1日4～8h程度　シフト
休日／シフトによる月9日（年間休日107日）　資格／経験・年齢不問
待遇／賞与年2、昇給年1回、社保完、表彰制度、資格取得奨励、他手当
……………………………………………………………………………
よりよい介護を提供したい人
よりよい介護を考えていく意志のある人
そんな人と一緒に働けることを楽しみにしています

東区画図町所島 1023-1

☎096-370-3939

正 パ 《おしごと説明会》
11/19（火）・26（火） 19:00～20:00
11/23（土）・30（土） 10:00～11:00

採用HP

エントリー

年始の短期 百貨店催事 接客・販売
●来年1月スタート　早めのおしごと情報
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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早めに次を決めて安心したい方
試験、就活を終えた高校生や大学生も
男女問わず　大募集！！

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
一気に貯金！！
経験がなくても新しいものに囲まれて楽しく、お小遣い収入！！
…………………………………………………………………………
●お友達同士、親子での参加も多数！！
《応募》 高校生、大学生、フリーター、主婦など
　　　 経験知識は問いません
■お電話後→面談→登録→おしごと情報案内→研修

パ 紹

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

①朝食配膳 ②皿洗い
宿泊者への提供食　中高年も活躍中
時間／①5：00～9：00　週1日～ 応相談
②6：30～8：30　週2～3日　土日祝のみ可
時給／①880円　②860円

つる乃湯 熊本インター店
東区石原2-4-11 （東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

ア パ

フロント業務 男女不問
温泉施設とビジネスホテル兼務

給与／18万円　休日／シフト
土日祝勤務できる方　詳細面談時　
時間／9：00～21：00内8h交替制

つる乃湯 熊本インター店
東区石原2-4-11 （東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

正

清掃　①クリニック　②企業　③客室
定年後の再就職にオススメ!!
①院内　南区良町　旧浜線沿いセブンそば
時間／8：00～16：00　応相談　休日／日ほか
時給／800円+手当+交通費
②大手企業内　大津町高尾野
時間／7：00～16：00　休日／日祝他休
時給／初心者：820円～+交通費+社保完　※希望日数
　　　管理者：950円+交通費+社保完

③ビジネスホテル 菊陽町津久礼
時/9：30～14：00 休/シフト
時給/800円～ 交通費 有給あり

㈱千代田 熊本営業所
菊池郡大津町室1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入

パート

工業用ミシンでの補正　《中央区・南区》
バックヤードでのお仕事なので
接客・レジ業務はありません
勤務●スーツセレクト店内補正室
①ゆめタウンはません　②サクラマチ熊本
時間／①10：30～17：00　②11：00～17：00
時給／800円～+交通費（上限1万円まで）
週2、3日～　扶養範囲内OK　面接は現地にて
働き方でのご希望お聞きします

裾上げ、丈詰めなど
裁縫やお洋服が好きな方
65歳以上の補正経験者も応募可能

(有)リフォーム恵
福岡市東区香椎駅前 2-15-21-202
☎092-692-5905 
（平日10：00～16：00）

パート

①介護（有料ホーム・訪問介護） ②洗濯・清掃生活支援

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

規定により新期の特定処遇改善加算一時金支給
①介護業務全般とヘルパー兼務
《 週1回～　6：00～20：00内応相談 》
※夜勤専従も可
●資格取得制度、手当支給、交通費ほか
時給／経験前職考慮いたします
資格／介護福祉士　時給900円～
　　　初任者研修（HP2級）　時給800円～
　　　無資格者も可
……………………………………………
②生活サポート　年齢、資格、経験も不問
《1日8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～　交通費ほか

「いつまでも元気に働きたい」
「自分に合った仕事をしたい」に応えて
年内増員を決めました！
ぜひ一度、職場の見学にお越し下さい

ひまわりのように明るく
楽しく、ワクワクしながら
共に学び成長できる仲間たち

パート

↑HPチェック！！

住宅型有料老人ホーム
セカンドライフ ななみ

①ホール　②キッチン
① 落ち着いた空間で接客
② 仕込み・調理・食器洗浄
●日祝・年始・お盆手当（50円/h）
●履歴書不要、まかない、交通費

〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

＜昼＞9：30～または10：00～
＜夜＞17：00～または18：00～
● 週2日～、1日3～6h
● 急なお休みも対応します
● 土日、祝なども希望お聞きします

勤務／ゆめタウンはません店
　　　ゆめタウンサンピアン店
　　　サンロードシティ熊本店
……………………………………………
①接客、料理運び、片付け、レジが主な仕事
②盛付け方や作り方
　調味料の使い方など学べます

働く年齢層は幅広く、みんな優しいので
安心して聞くことができます

平日時給：880円～930円
日祝時給：930円～980円
夜22時以降：1100円～

レストラン庄屋

パート

0120-1818-34 担当：西村

アルバイト


