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委 …委託業務

パ …パート ア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

☎090-7167-9774
FAX050-1351-3763
担当：藤本

f-tｗoエフ・ツー
☎096-359-3412
FAX096-312-3153
担当：森本

TKUヒューマン
広
告
の

申
込
み

児童発達支援、放課後等デイサービス（指導員）
有資格者優遇（責任者候補含む）
障害者、児の施設、学校、児童施設等の経験者
保育士、教諭、准看護師、理学療法士
言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士など
給与／（パ）時給900円～2000円、賞与
　　　（正）17万5000円～24万円、賞与2回
時間／（パ）13：00～18：00の中で5h程度
　　　（正）9：30～18：30　週40hシフト制

男性、女性を問わず 子育て
介護しながら働けます！
Ｗワークや月1日～でもOK!!

さくら学院 南熊本・国府
子どもセンター 健軍
中央区南熊本 5-11-13

☎096-371-5052（南熊本）

正 パ

保育士
子どもと一緒に出社、土日祝休み

時間/7：30～18：00　応相談・残業なし
給与/14万円～+経験手当　時給800円～
安心して働けるお子さん同伴の職場

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 パート

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
◆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
●●●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
勤務開始日、ご希望の働き方など
ご質問は面談時にお応えします　
《随時面談》　WEBよりエントリーも可能
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

総合診療施設での追加採用!!
◆標榜診療科33 ◆病床数550床
◆一般500床　◆精神50床
時給①1000円 ②900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

レストラン庄屋　①ホール　②キッチン
時給／昼900円　夜1125円
●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
家庭や学校との両立も叶う
希望日数と時間帯を伝えてください
……………………………………………
●扶養枠内　●無理な残業もありません
《 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
●お母さんもパートを始めて新生活を
　スタートしませんか
「通いやすい4店舗」「まかない付き」
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～

10120-1818-34 
担当：西村

〒857-1162 
佐世保市卸本町 16-2 （本社）

アパ

詳細はＨＰ↓

20代30代40代50代と
女性が不安なく楽しく
働ける環境があります
時給/昼900円　夜1125円

保育士・幼稚園教諭
現在26名の保育士活躍中
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／950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

益城町　放課後児童支援員
資格がなくても大丈夫!!
留守家庭の児童を預かり
見守り業務をお願いします
一緒に思い出をつくる「しごと」

上益城郡益城町砥川 137

☎096-288-8122
受付／15：00～18：00（月～金）

時間／平日の放課後と土曜日
　　　春・夏・冬休み
　　　シフト制
※短時間や平日だけ、などご希望沿えます

勤務開始即日も可　時給／850円～

子どもが好きな方がやりがいを持ち
子どもたちの笑顔に囲まれながら
元気をもらえる仕事です

保育士・教諭・児童施設経験の方や
退職後の勤務先をお探しの方
大歓迎です

勤務 ●益城町　飯野小学校児童クラブ

希望に応じて選べる
笑顔が溢れる職場です
長期休みの学生さん、中高年の方歓迎！
ぜひ、見学に来られて下さい

飯野小児童クラブ

パート

医院 急募 給食調理
経験年齢不問　月10～14日程度

時間／7：00～18：00　シフト応相談
朝・昼・夜でお伝えください
時給／850円　フルタイムも時短可

魚返外科胃腸科医院
東区三郎 2-1-17（東灰塚バス停徒歩1分）

☎096-381-0805

パ 電話案内
時給／850円+出来高制　ノルマなし
日祝隔土休　交通費・雇用保険
①9：00～13：30 ②～14：00 ③～15：00
委託された大学、高校同窓会名簿で案内

㈱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

受付と事務
簡単な業務からスタート!!　経験不問
時／9：00～19：00　日曜は13：00まで
休／4週8日程度　給／15万5000円～+手当
パートは相談　時給900円～＋手当

聖アンナレディスクリニック
中央区帯山 4-2-82

☎090-2079-1410 担当：平井

正 パ

①医療事務　②院内清掃
●受付、保険請求　前職経験により優遇
●院内、共用、トイレの主にモップ掛け
①月～金8：30～17：30　9：00～18：00
　土8：30～12：30　休／日祝+週1日
　給／14万～19万円　時給870～1000円
②正:7：30～16：30　給／13万5000円～　週休2日
　※週4～応相談　時給／790円～　休日応相談
各種保険、特別休暇、国内海外旅行、交通費

●年間休日108日 ●賞与3.2カ月
●育児休業取得 ●退職金制度あり
「ただいま、10万円支給中」

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 パート

遊技場での清掃作業スタッフ 未経験歓迎
≪ 女性活躍中！！ ≫

①時間／7：00～9：00　  時給／1000円
②時間／10：00～16：00　時給／800円
勤務地／ベルエアMAX  南高江店
　　　　（南区南高江町 1-2-1）
休　日／店休日、シフト制
待　遇／交通費支給・車通勤OK
　　　　研修制度あり、制服貸与

働きやすい時間帯を選べます
WワークOK　資格・年齢不問
面接は現地にて  気軽にお電話を

㈱トキワビル商会
福岡県飯塚市花瀬 32-1

☎0964-22-1718 担当：人事課

パート東区熊本インター近く ①経理事務 ②営業職
月給／16万8000～25万円　車通勤可
時間／8：30～17：30（休憩75分）
休日／土日祝、有給、慶弔、産休、育休
　　　GW（2019年実績/10連休）
　　　年末年始（2019～20年実績/9連休）
　　　夏季休暇（2020年/8連休予定）
資格／要普通免許　①簿記2級程度
【応募】履歴書等を郵送、またはメール

歴史資料・貴重図書の電子化
紙マップ作成・地図情報システム制作
待遇:昇給年1、賞与年2、各保完、退職金制度

富士マイクロ㈱
東区石原 1-3-53

正

☎096-380-6661 担当：久永
pm@fujimicro.co.jp

正 パ

生活リズムが整う ◆夜勤なし◆
正社員から始める:看護師
無資格、未経験可:介護・キッチン
人柄重視  人間関係も良好です

中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）

☎096-278-7811
受付時間（平日9：00～18：00）

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

合志デイサービス《看護・介護・キッチン》

≪見学会 随時開催中！≫
セントケア独自の有資格者
への手厚い手当あり
詳細お聞き下さい！

①看護　正看：25万8500円　時給1260円
　　　　准看：23万8500円　時給1160円
②介護（パート）　※実務経験による
　介護福祉士：時給905～1105円
　無資格：時給855～955円　未経験可
③キッチン（パート）　時給855円　無資格OK
時間／①②8：00～17：00、9：00～18：00
　　　③早番・中番・遅番（時間要相談）
夜勤なし、時間相談可能
午前中のみ入浴スタッフでの勤務など
働き方の融通ききます
休日／①②日曜　③週休2日制
 《 勤務 》 「合志デイサービス」
 合志市幾久富上沖野 1656-34

HP↓

①看護師・PT・OT・ST　②事務
高齢者様、障がい者様のケアだけでなく、精神科・
小児科・発達小児科セクションなどもあります
①正：20～35万円+賞与2回　パ：時給1500円～
②正：14万円～　パ：時給800円～
時間／9：00～18：00内で希望可　休日シフト
待遇／社会保険完備、昇給有、退職金制度有
交通費支給（規定有）、マイカー通勤OK（無料
駐車場有）、制服・訪問基本セット貸与有

子育て世代応援！！
WワークOK! 連携クリニック
への研修・紹介・Wワーク制度有

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

正社員 パート

館内スタッフ
●深夜清掃　●深夜家族風呂　ホール、清掃
いずれも　週2～1日2hで日給2500円
効率的に働くみなさんが活躍中!!
「春から無理なく、長く、働きたい方へ」

《勤務例　1日2h　月に15日勤務》
月収3万7500円

●夜間の合間にちょこっと
●授業終わりに　●退職後健康維持のため

学生、社会人、中高年の方
深夜にＷワークしませんか
平日、金土日相談できます

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

アルバイトパート

栄養士・調理師
勤/児童発達支援センター なでしこ園
南区白藤　資格者限定　各種保険　見学可
時間/8：20～17：20　※年2回手当ほか
給与/15万7800～18万6400円　日祝他休

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：熊谷

正社員

調理補助
時給950円にUP　休み、扶養内など対応
時間/①9：00～13：30　②15：15～19：15
休み、扶養内、希望時間　お伝えください
時給/①900円　②950円　※通勤手当有

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

パート放課後デイ 保育士
遊び中心の送迎業務　持ち帰り、残業なし
時／14：00～17：30　希望の時間休み
※教員、保育士免許　※車免許　時給1000円～
選べる勤務地　北区：①かなこぎ　②楡木

中川児童会
北区鹿子木 136-13（北部中学校そば）

☎096-200-9234

一般社団法人

パ

当薬局は既存店舗10カ所で
かかりつけ薬局を目指しています
◆医療事務（正）15万～18万円
◆一般事務（正）13万6000～15万1000円
時／9：00～18：00　その他は面談時
　　週40h勤務 休日は日、祝、祭日

●経験、転職、ブランク問いません
業務：処方箋入力、電話対応、会計など

年間休日120日、待遇面整備
ご安心してスタートできます
勤務先　①長嶺店　②戸島店

グリーン薬局 神水店
中央区神水 1-33-11 （肥後BK神水支店前）

☎096-382-0256 担当：堀田

《東区長嶺・戸島》　薬局の事務正社員

スイミングクラブのフロント業務
≪ フロント業務・子ども応対 ≫
時間／平日 15：00～19：30
　　　土 9：00～15：30
　　　※1日3～4h、週20h程度

時給／820円～　交通費規定支給
　　　※研修期間3カ月間は790円
未経験でも可　子ども好きな方歓迎！

「人と接することが好き」
勤務：天然温泉ぶぶたん近く

ベストスイミングクラブ
戸島校

パート

☎096-388-6116
東区戸島 7-4-1

分譲マンション管理人 中高年歓迎 3/1～週５日
勤務地／中央区新町 ※古城堀端公園そば　休日／土・日・祝日ほか
受付事務と共用部分の清掃　経験問わず丁寧に教えます
時間／9：00～16：00 　実働6h　　給与／日給月給制　9万7170円
待遇／交通費支給（月1万円まで）、制服貸与、労災保険、社保完
●60代中高年～シニア層の方の再就職先　●育児・介護・看護の休業取得も可能
●専門知識、PC操作、経験は特に必要ありません　
●賞与年2回ありなど 《詳細面談にて》

《 掃き掃除、拭き掃除、モップ掛け、ごみ処理、来訪受付、業務日誌など 》
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

■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：桐原・山口

〈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

契

週1回「リビング新聞」をポスティング
毎週水～木曜の明るい時間帯に配布
時間の有効活用で収入が得られるお仕事
マイペースでご自宅周辺の
ご家庭のポストへ!!

☎096-359-3611 受付／月～金 10：00～17：00
リビング　配布　 検索

委

時間も自由に決められ
空いた時間にウォーキングしながら
ダイエットに成功したとのお声も　いただいています！！

…………… 男女不問、幅広く、シニアの方まで活躍 ……………
　　●外の景色に触れながらリフレッシュ
　　●地域を知ることでご近所付合いが深くなった
　　●お子さんの塾や趣味のおけいこの費用に、など

≪月収入例≫　500部配布の場合…約2万円～3万円
　　　　　　　※折込チラシ部数により異なります

①傷害事故治療補助　②誕生日プレゼント　③慶弔見舞金等
≪募集エリア≫　熊本市内・合志市・菊陽町・益城など

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停から徒歩1分）

「春から始めよう」
効率的に、得られる収入
お電話で仕事の流れを説明中
お気軽にどうぞ!

（リビングプロシード  熊本支社）

「リビング新聞」の配布管理事務
時給900円 月～金
積極的に働く《フルタイム》14万4000円
時短で頑張りたい《扶養内》9万円
働き方をお伝えください
《収入例》 ①②時給900円　詳細面談時
①月～金　フルタイム　9：00～18：00　8h
　例）20日勤務　　月収14万4000円
②月～金　扶養内　　10：00～16：00　5h
　例）20日勤務　　月収9万円

………………  服装自由  ………………
●Word・Excel基本操作あり  《 経験不問》
●勤務に応じて社保完備  《有休あり》
●土日・祝お休み　●交通費実費支給
●サクラマチクマモト　徒歩圏3分
女性中心の現3名のパートさん在籍
職場環境は良好
希望開始日はご相談できます
どんな仕事？《 疑問・質問》お応えいたします

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停徒歩1分）

☎096-359-3611
月～金10：00～17：00

配布業務に関する事務
まずはお電話で
希望条件と来社日を
お伝え下さい

パート

（リビングプロシード  熊本支社）

清掃 ①病院 ②ビジネスホテル ③管理人 ④企業

………………… 勤務先 …………………
●院内なので難しいことはありません
①時間／7：00～16：00　日数時間応相談
時給／850円　交通費他　※モップ掛けが基本
●経験等不要　午後からのんびり
②時間／9：30～14：00　日数時間応相談
時給／800円～　交通費他　※客室清掃
●人気のマンション管理人　定年後活躍多数
③時間／Ⓐ7：30～14：30　Ⓑ8：30～15：30
時給／790円　交通費他　休日／土日祝
※資格経験は不要です　共用清掃、窓口受付

働き方や勤務開始日はご相談ください
年齢男女不問、定年後の再就職も歓迎

体を動かして、健康増進になります
①江南病院　中央区渡鹿
②グリーンリッチ　菊陽町
③分譲マンション 中央区熊本大学病院そば

菊池郡大津町室1011-1

株式会社 千代田

☎090-8627-1744 担当：家入

④大津町 大手企業内 ※希望日数
時/7：00～16：00 日祝他休
時給/820円～950円
　　 +交通費+社保完　

パ


