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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2月8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：即日～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／8：30～16：30
　　　（学校勤務）+1h（自宅内勤）
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

電話応対　週2日～可、土日はお休みです！
話題のGoogle関係のリサーチを
電話で行う業務です
電話でのご契約はありませんので、
初心者の方でも大丈夫です
時給／1000円　時間／11：00～15：00
休日／土日　シフトは週ごとに変更可能
新規OPEN事業部ですので
沢山のご応募お待ちしております

学園大近くで働きやすい！
週ごとのシフト勤務OK

㈱九州教育研修センター
解析事業部

中央区大江 1-2-19-2F
10120-966-217

解析事業部 人事課 ウチダまで

パート

小規模多機能、デイサービスの介護職
小規模多機能、デイサービスで働くメリット
●夜勤なし　●土日休み
●資格とりたて、自信をつけたい
●無資格可、当社で資格取得ができます
《正社員》　ヘルパー2級（初任者）資格
時間／8：30～17：30　給与／17万円
《パート》　週1日～の希望日、短時間も可
時間／8：30～17：30　時給／830円

勤務は東区下南部か下江津
未経験の方でも丁寧に指導
資格取得　全面バックアップ

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

正 パ

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
男女関わらず、ご夫婦でも
健康増進に役立つお仕事です

中央区新市街 7-20-2F
（辛島町電停前徒歩1分）

☎096-359-3611 
受付／月～金 10：00～17：00

委託業務

熊本支社
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マイペースに体を動かすことで
●時間の有効活用 ●ウォーキング ●お小遣い

お電話で仕事の流れを説明します
月収例　※折込チラシ部数により異なります
500部配布の場合…約2万円～3万円

《募集エリア》 熊本市内・合志市・菊陽町・益城など

目標をきっかけに
気軽に応募されています
「自由に・楽しく・収入を得られる」

・貯金をして旅行　・体力づくり
・家事や育児の合間にリフレッシュ
・趣味を活かしておけいこなど リビング　配布 検索

「リビング新聞」の配布管理事務
PCを使いマニュアルに沿って
入力をしていただきます
Word・Excelの基本必須
慣れるまでサポートします

中央区新市街 7-20-2F
☎096-359-3611 月～金10：00～17：00

熊本支社

時間／9：30～17：30　実働7h
休日／土・日・祝ほか有給あり
※月～金曜週5日　内勤業務
※開始日はご相談できます
※服装自由

待遇／法令に則り社保適用
　　　交通費実費支給
時給／850円～
…………………………………………
●サクラマチクマモト　徒歩3分
●辛島町電停　徒歩1分

現在5名スタッフの内3名がパートさん
20代～40代の女性スタッフ
女性中心の職場です

パート

《応募》写真貼履歴書の
　　　送付は1/27必着です
気になる方、気軽にお電話下さい

問合せは
こちら←

医療研究施設内　洗浄・清掃
洗浄または清掃業務で各数名募集します
30代～60代まで幅広く経験問わず
力を貸していただいています
勤務／中央区本荘　月～金の平日のみ
　　　勤務日は応相談（社保の変動有）
時間／9：00～16：00　規定交通費あり
※電話後履歴書郵送、後日面談
社保完備　賞与あり　時給／850円～

賞与あり
消毒清掃したクリーンな施設
安心して働ける職場です

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

小規模29床 ①ケアマネージャー ②介護職
………… 療養、生活施設の場 …………
●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
●昨年資格取得して就活中…など
①時間／8：30～17：30　賞与2～3カ月
給与／正社員：20万円～23万円
②時間／8：30～翌9：00内でご相談
給与／正社員：18万円～　パート：1000円～

実務経験多少は気にせずに
不安なく長く勤められます
年間休日115日 パート希望休

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 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・北区・菊陽・宇土各売場
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 ケアマネージャー
パートも可　資格を活かすチャンス
休日／週休2日　経験多少不問
時間／8：30～17：30　8h
給与／19万円～+手当　賞与あり

黒髪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

正社員

日勤介護士　①デイケア　②病棟
院内学童保育スペースは
子育て世代の強い味方
安心して働けます  《仕事と家庭の両立》
①送迎あり　②夜勤ができる方も歓迎
給与／15万円～17万5000円　手当込
《待遇》別途皆勤手当、各種保険、交通費、賞与
時／日勤8：30～17：30　夜勤16：30～翌8：30
ブランク問わず、子育て中多数在籍　パートも可

入職半年後　10万円
「就職祝い金支給」
年間休日108日 週休2日

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

家庭清掃
主に居室内をお願いします

時間／9：00～13：00　時間日数応相談
休日／日曜日、他　時給／850円
面談時に希望をお聞きします

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

パート給食調理補助
時給950円にUP　①②の選択も可
時間/①9：00～13：30　②15：15～19：15
時給/①900円　②950円　※通勤手当有
休み、扶養内、希望時間など　相談応じます

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

☎096-343-5819 担当：下田

パート

庄屋グループ「中途採用」 ホール・キッチン
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
《新卒・既卒》 男女問わず  就活!!
……………… チャレンジ ………………
給与／18万～28万円　休日／月4～6日
時間／10：00～23：30内でシフト

男女問わず経験を積みながら
心機一転、正社員でスタート
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～

履歴書は下記記載の住所へ郵送後、面談

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）

熊本市内・上益城郡への訪問看護師
今春、新規採用に向け増員中
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
●時間を絞って働くことができます
●土日休　●急な休みも対応します

経験浅くても安心して
スタートできます

訪問先は自由に選べます

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

医療事務員4名（医師事務）

◆◆ オープニングスタッフ大募集 ◆◆
忙しいドクターをサポートするお仕事です
／／あなたの経験・資格が活かせます／／

「医療事務」「医師事務作業補助業務」経験者歓迎
…………………… 医師事務作業補助の仕事内容 ……………………
●電子カルテの代行入力（診療記録、オーダー入力など）
●診断書などの文書作成補助、その他事務作業補助

時間／8：30～17：05（休憩50分）　実働7.75h
休日／土・日・祝、年末年始、夏季休暇
給与／20万円＋資格経験により優遇　※試用期間2カ月同条件
待遇／各種保険完備、交通費支給、制服貸与、マイカー通勤可
　　　残業手当・役職手当あり、バースデープレゼントあり

《勤務先》 熊本赤十字病院　東区長嶺南2-1-1　※駐車場有
■面接は現地で開催します　■応募：TELまたはQRからエントリー

福岡市博多区博多駅東 3-1-29 博多第2ムカヰビル3F

10120-57-5963
労働者派遣事業許可番号

厚生労働大臣許可
派13-010834号

▶同期がいるから心強い
▶土日祝休みでプライベート充実
▶資格経験有で好待遇

派遣社員

詳
細
と

登
録
は

こ
ち
ら

　←

《看護・介護》 お仕事説明会＆見学会開催
訪問介護・訪問看護ってどんな仕事？
興味はあるけど、迷っている…
希望の働き方を実現できるチャンス
《気軽に体験》 ぜひ参加してみませんか
………………… 県内12か所に訪問、施設を展開 …………………
●看護　正社員：27万9500円～　パート：時給3360円～
●介護　正社員：16万3000円～　パート：時給835円～
【 手当 】介護福祉士…（正）+1万2000円～5万2000円
　　　  　　　　　　（パ）+50円～150円　  （実務経験年数による）
　　　   夜勤手当…4500円/回数　　社会保険加入者…+100円
●キッチン　パート：時給835円～　　●事務　パート：時給835円～
いずれも時間・休日は勤務先に応ず
①小規模多機能　②看護小規模多機能　③訪問看護　④訪問介護
⑤訪問入浴　⑥デイサービス　⑦ショートステイ　⑧居宅介護支援
中央区：十禅寺、水前寺③④⑤⑧　東区：新南部、下江津、新外①②⑥
北区：植木町④　上益城：御船町④　合志市：幾久富③④⑥⑦⑧
八代：荻原町、氷川町③④⑤⑥⑧

日程：1/28～30、2/1・2 合志・東区
《午前・午後2回》　事前予約
私服・履歴書不要・お子さん同伴可

正 パ

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

①看護師・PT・OT・ST ②事務
①正：20～35万円+賞与2回　パ：時給1500円
②正：15万円～　パ：時給850円～
時間／8：00～20：00の間で希望可
休日シフト制　社保完、交通費有、車通勤可

けいず訪問看護ステーション
中央区新大江 3-10-8

☎096-237-6964
担当：佐藤・瀬崎・堀北

正 パ

自宅での内職
箱の組立、シール貼、DM封入、封緘、袋入れ
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
給与出来高制　詳細は面談時説明
1日4、5h程度　手軽にできます　

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

委託①②いろいろ催事 短期 ③百貨店カード受付
≪2020年は自由に働いてみませんか≫
①「駅弁 会場」 １/29（水）～2/17（月）
②「大江戸展」  ３/4(水）～3/10（火）
③「TCカード入会受付」　即日～長期

☎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

①②希望日をお伝えください
②経験知識不要 ミセスさん多数

始まります。　全国の駅弁や江戸の人気品に囲まれて
ワクワクしながら働いてみませんか
………………………………催事会場………………………………

楽しく仕事ができる方希望　経験不問
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　交通費全額支給

…………………………… カード受付 ……………………………
百貨店ご利用の方へパンフを見て楽しくおしゃべりしての説明!!
時間／9：30～18：30　実働7.5～8h　休日／シフト
時給／1200円～　試用期間3カ月　※4カ月目より実績に応じて加算

パ 紹

工業用ミシンでの補正 《中央区・南区・菊陽》
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
①New-S　②③ゆめタウン はません・光の森
時間／①11：00～17：00　②③10：30～17：00
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病院清掃　②③分譲マンション管理人
健康のため働くシニアも多数
定年後の再就職も歓迎します
①江南病院　日常清掃　中央区渡鹿
時間／7：00～16：00　日数時間応相談
時給／800円　交通費他　※モップ掛けが基本
②日常清掃　西区熊本駅 徒歩5分
時間／8：00～15：00　交替制　有給あり
休日／土日祝　時給／790円+交通費

③中央区九品寺交差点徒歩6分
8：00～15：00 土日祝休み
時給790円 マンション管理人

㈱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

社会保険労務士
資格／社会保険労務士、車運転免許
月給／20万円～（別途通勤手当あり）
時間／8：30～18：00、休日は原則土日祝
学歴／大卒以上　まずはお電話下さい

上田事務所
北区徳王 1-6-52 TKUプラザ2F

☎096-351-9532 担当：笠田

社会保険労務士法人

正社員

お弁当の盛付
調理は無いので未経験でもOK！
時給／①840円　②790円
時間／①6：30～9：00　②9：45～13：00
シフト制　●毎月希望休日集約制！

宅配クック１２３
熊本中央店

中央区水前寺 4-20-32

☎096-387-4880 担当：松元

パート

①総合職 ②非常勤講師（情報、家庭科、英語、美術）
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

上通に昨年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）


