
2020年2月22日　土曜日　＜8＞

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3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 派 …派遣社員

お弁当のルート配達
営業無し！ 自車使用出来るので安心
時給／1170円（自車手当含む）
時／①9：45～12：00　②13：45～17：00
時間の選択可　車は軽でもラクラク

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：大久保

パ

学校内コンビニスタッフ

◆尚絅学園九品寺キャンパス内の
　コンビニだから安心して働けます
◆去年4月オープンのキレイな店内です

中央区九品寺2-6-78

☎096-211-6620

(株)尚絅サポートセンター

(株)尚絅サポートセンターは
学校法人尚絅学園の
100％出資会社です

時給／①900円 （7：30～9：00、17：00～19：00）
　　　②840円 （9：00～17：00）
時間／7：30～19：00の間で1日5～6h　応相談
休日／土・日・祝（原則週休2日制）
　　　※別途、学校行事などに伴う休暇あり
待遇／交通費支給、制服貸与、自転車・バイク通勤可（車不可）

資格・経験不問！　未経験者も大歓迎
まずは気軽にお電話ください

パート

朝夕の受入業務 保育士
午前のみ　午後のみ　希望曜日可
①7：00～10：00　②16：00～19：00
ピアノ、制作苦手でも大丈夫　定員19名
1日3hブランク年齢不問　時給1000円

ぐるんぱ保育園
東区湖東2-6-14（ウエスト湖東店そば）

☎096-288-6937

パ 保育士（有資格）
モンテッソーリ教育で共に学んでいける方
時間／9：00～17：00　土日祝休み
給与／14万円～　お子さん同伴勤務可
経験多少不問　あなたに寄り添います

みゆき保育園
南区御幸笛田4-19-43 （マックスバリュそば）

☎096-378-1511 担当：坂本

正社員

医療機関の転職情報 常勤・パート多数
地元の病院・施設を考えているあなた
お気軽にお問合せを　◆新着急募◆
経験を積まれた ●薬剤師 ●看護部長・師長
退職後の中高年まで 年齢不問で豊富に紹介!!

「お悩みに本気でアドバイスします」

希望条件に合わせて選べる　●常勤　●パートなど
あなたの経験・資格が活かせます

活躍する場が、ここにある
将来に対する不安や悩みを 一緒に考えます
◆ 20数年の経験実績で熟知した専門スタッフ在籍
◆ あなたが理想とする働き方をサポート
◆ 転職成功率5年平均89%以上の実績

働き方に応じた条件で
時間、日数、給与、休日、待遇など応相談
ほか職種もご希望に添ったお仕事先ご紹介中!!

東区東野 2-7-20☎096-283-0881
厚生労働大臣認可番号  有料職業紹介事業  43-ユ-300037

紹

問合せは
コチラ↓

「転職」「ブランク」「キャリアアップ」
熊本の病院を徹底リサーチした
豊富な情報量を一気に紹介!!

《お仕事 多数》
↓

くまもと医師転職人財センター［厚生労働大臣許可］

外来　看護師
時間／9：00～13：00（月～土）
時給／1500円（交通費別途支給）
業務／問診・処置・介助他
その他／年齢・経験不問 

熊本泌尿器科病院
中央区新町 4-7-22

☎096-356-6781

医療法人　野尻会

パート 図書室　司書教諭
月～金　常勤・パート　資格経験手当あり
時間／8：20～16：30　17万9200円～
時間／10：00～16：00　時給1500円
応募／資格者、取得見込者　詳細面談にて

熊本信愛女学院高等学校
中央区上林町 3-18（校門前にバス停あり）

☎096-354-5355 担当：事務長

正 パ

百貨店での販売 ①デパ地下 ②洋服 ③雑貨

春に向けて選べる売場を大募集!!
●お菓子 ●かわいい小物 ●アパレルなど
20代～子育てが落ち着いた世代も
自信を持って働いています 《短期・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

お仕事でやりがいを感じ
プライベートも充実した
毎日は幸せ♪
時給1100円～1200円

……………………… 「楽しみながら、働く」 ………………………
時給／1100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

●月収例　月20日働いた場合　　16万円以上可能
まずはどんな売場があるのか…
お話をお気軽に聞いてみませんか

………………………… 採用までの流れ …………………………
①お電話でご予約　②希望のヒアリング、ご相談　　
③売場などご紹介　④条件に沿ってスタート

■「春休みのバイト」に短期の催事会場もあります

パ 派

午前外来看護師 八王寺町
ブランク復職　扶養内　平日4日

時間／9：00～13：00（12：00も可）
交通費、有給休暇　休日／日祝ほか
正看：時給1100円　准看：時給1000円

外科内科池田医院
中央区八王寺町12-31（八王寺郵便局まえ）

☎096-378-2231 担当：池田

パ

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

レストラン庄屋　①ホール　②キッチン
「通いやすい4店舗」「まかない付き」
●ゆめタウンはません店
●ゆめタウンサンピアン店
●サンロードシティ店 ●十禅寺店

《 たくさんのうれしい特典！ 》
・日祝・年始+50円　・食事券
・食事付、制服貸与、交通費

……………………………………………
働きながら、家庭や学校との両立も叶う
午前、ランチ、夕方、夜の希望で1日4h～

時間／9：30～23：00内で4h～
　　　※店舗ごとに異なる
時給／900円～950円
　　　※22：00以降1125円～
……………………………………………
●あなたがマイペースにできる
　時間帯や条件などお伝え下さい
●扶養枠内　●無理な残業もありません

●時給UP● 900円～950円
メニューが覚えやすく
サービス提供もしやすい
20・30・40・50代と活躍

10120-1818-34 担当：西村

レストラン庄屋

詳
細
は
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〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

アパ事務補助
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／850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

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

「就職祝い金支給」
入職半年後　10万円
●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

①ドクター秘書（医師事務） ②外来クラーク（受付）

①《忙しい医師をサポート》医療事務経験者優遇
電子カルテ代行入力、診断書など文書作成補助
②《外来受付窓口業務》経験不問
　受付対応、電話対応、ご案内など
●●●Word、Excel、PowerPoint、Access 活かせる資格●●●
時間／8：30～17：15内6～7h　※週32h勤務
休日／土日・祝ほか　勤務／月～金の常勤

◆うれしい福利厚生◆
当法人規程による超過勤務手当
各種保険、通勤手当など別途支給、年次休暇、賞与あり

●院内保育園　　●病児病後児室完備
安心して、仕事に専念できる環境

勤務開始日、ご希望の働き方については
採用面談時にお応えします
《面談随時》ご不明な点はお気軽にお尋ねください

中央区二の丸 1-5

担当事務部管理棟   阿南

独立行政法人

◆標榜診療科33 ◆病床数550床
◆一般500床　◆精神50床
総合診療施設で働くチャンス!!
時給①1000円②890円 嬉しい賞与あり

パ

国立病院機構熊本医療センター

採
用

☎096-353-6501 内線5621

●訪問介護、デイ、宿泊の施設
●もっと経験を積み成長へつなげたい方
●20～40代の世代が多く在籍
……… 月に29名までのお客様 ………
（正）18万7000円～20万7000円
　　（+夜勤・深夜手当 4500円/1回）
（パ）無資格：870円　週30h以上勤務：970円
※介護福祉士（正）実務経験による
　　　　　　（パ）920円～1120円
時間／（正）シフト制　（パ）相談可
休日／（正）4週8休　年間休日110日
　　　（パ）希望の働き方ご相談下さい
待遇／昇給、賞与、交通費（社内規定有）
●処遇改善加算一時金/年2回
●オンコール手当（1500円/日）
●喀痰吸引資格保持者（5000円/月）
「ここで働けてよかった」と思える職場
《勤務》セントケア看護小規模くまもと
　　　  　　　　　　東区新外3-3-33

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

東区新外　看護小規模の介護職パート正社員

スキルUPを図る方に「優先的に」
人気の喀痰吸引研修の受講
やりがい、魅力がいっぱい!!

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／9：00～18：00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

高齢者向け住宅　ケアスタッフ
学研の高齢者住宅で
一緒にお仕事しませんか？
まずは気軽にお電話下さい

介護初任者研修の方も
モチロン大歓迎！
夜勤専門も同時募集

東区西原 2-7-1

☎096-381-7161

㈱学研ココファンにしばる

給与／（正）月給21万9200円～　
　　　（パ）時給1048円～
　　　　  （早朝・夜間は230円UP）
夜勤1回あたり…1万9196円
（※時給1048円×14.5h+夜勤手当4000円）

時間／7：00～21：00の間で
　　　（正）実働8h
　　　（パ）短時間～OK　応相談
　　　夜勤…17：00～翌9：00
休日／（正）月8～10日　年間114日
　　　（パ）週1日からOK（週5日も可）
資格／介護福祉士
　　　介護初任者研修（HP2級）以上
待遇／社会保険完備、交通費支給
　　　マイカー通勤可、6カ月後有給あり

正社員 パート

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
マイペースにウォーキングしながら
ダイエットもできる喜ばれる仕事

中央区新市街 7-20-2F（電停1分）

☎096-359-3611 
受付／月～金 10：00～17：00

熊本支社

男女不問、世代は幅広く
定年後も収入を得られる
 「自由な時間に」できる仕事です

「目標をもって応募されています」
あなたも始めてみませんか

…………… 目標達成の事例 ……………
●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

－時間の有効活用でお小遣いを得られますー
《配布エリア》※お電話で仕事の流れを説明します
●熊本市内 ●合志市 ●菊陽町 ●益城など

《月収例》  ※折込チラシ部数により異なる
　　　　 500部配布の場合…約2～3万円
……… パート募集　データ入力 ………
時給／850円　9：30～17：30　実働7h リビング　配布 検索

委 パ

肥後銀行　営業店業務(窓口、後方事務など） 

☎096-326-8698  担当：豊田

肥銀事務サービス㈱ビジネス開発本部
所在地　熊本市西区二本木5-1-8
URL:http://www.higobank.co.jp/

肥銀事務サービス　採用
　

検索

安定して働ける魅力的な職場。
幅広い年代の女性が活躍中！

パート

≪ 営業店業務 ≫
窓口、後方事務、ロビー案内業務、融資窓口・事務

勤務地／自宅から通勤可能な本支店
資格／不問
時給／Ａ未経験者 ・後方950円～ ・窓口970円～
　　　Ｂ経験者      ・後方980円～ ・窓口1000円～
勤務時間／実働６時間、9:00～16:00（休憩1ｈ含む）
※時間変更も可能。気軽にご相談ください
労働保険／労災保険
勤務日数／原則月間13日（～14日）　休日／土日祝、
年末年始（12/31～1/3）、その他シフトによる
待遇／通勤手当実費支給、有給休暇あり
応募／肥銀事務サービスの
パート求人サイトからご応募ください

●自宅近くの支店で働ける、制服有
●残業ナシ、有休アリ！ 子育て応援！

「銀行経験者は時給ＵＰ。
これまでの経験が活かせます」●土日祝は休みなので、

　子育て中の方でも安心して働けます！ 求人サイトは
こちら↑


