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免許を取りに来た生徒さんへの対応や
手続きやPC操作で自社ソフトにデータ
入力などが主な業務です
●賞与年2回　●各種保険　●交通費
時間/9：00～18：30　※時期より変動
給/14万9000～18万円 休/日祝・他週休2日

簡単な入力なので心配いりません
経験問わずご応募ください

菊陽町原水1430 （さんさん公園そば）
☎096-232-2301

受付・接客・事務
先輩が丁寧にお教えします

「笑顔で丁寧におもてなし」
未経験から活躍できます

菊陽自動車学校

正社員

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
ブランク、転職、年齢経験は問いません

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

栄養士・調理師正社員

《朝夕の 食事づくり、生活サポート》
社保労災、通勤手当 他面談時 週休2日
働き方はご相談できます 時給840円
未経験から福祉を学び、活躍できます
①6：00～8：00　②16：00～20：00

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

グループホーム世話人パ

●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／850円 交通費他 ※モップ掛けが基本

②分譲マンション 中央区九品寺交差点そば
時間／①7：30～14：30　②8：30～15：30
時給／790円 　土日祝休み

菊池郡大津町室1011-1
☎096-8627-1744 担当：家入

①病院清掃　②マンション管理人
男女不問　交通費あり　

働き方のご要望お聞きします
安心してスタートできます

株式会社 千代田

パート

株式会社ten 未来の森保育園
菊池郡大津町引水 204-4
※社員のお子様は保育料無料※
男性も育児休暇取得実績あり！

【保育士】 ※要保育士資格
（正）月給17万円～22万円
（パ）時給950円～1100円
【看護師・准看護師】
（正）月給17万円～22万円
（パ）時給950円～1100円
【賞与】あり、正社員のみ
【時間】7：30～20：00内
【休日】4週8休制、希望休取得可
【待遇】各種保険完備、交通費支給

　　　駐車場有、有給休暇、年休105日

株式会社tenリクルートサイトで
求人詳細が確認できます！

能力給制度で
頑張る人の処遇改善あり
働きやすい環境作りや
福利厚生整備を実践中！

【保育業務】 保育士・看護師 菊池郡大津町

1092-707-0399 採用担当

福岡市中央区大名 2-10-1
シャンボール大名C棟1301号

正 パ

●JA熊本市の野菜選果場でのお仕事●
●4月～6月の期間限定スタッフ●

●8：30～17：00  直接雇用で安心●
内容／茄子やトマト、メロン等の野菜の箱詰めをお願いします。
　　　機械で流れてくるので、立ち仕事ですが黙々と作業していると
　　　あっという間に休憩の時間なんてことも♪
　　　単純作業で慣れたら簡単！　最初は指導係が教えますよ。

勤務地／熊本市南区会富町（アクアドーム近く）
資格／男女・年齢不問　20代～70代まで活躍中♪
　　　特別な資格も経験も必要なし！
待遇／●駐車場無料 ●自販機 ●休憩室 ●午前・午後休憩あり
その他／JA熊本市の委託を受け当社が面接を行います。

【 応 募 】 当社へご連絡後、履歴書持参でご来社ください。

◆ 6月末まで働かれた方にはボーナスあり ◆ 10120-074-123 担当：碓井

野菜の選果スタッフ　時給900円パート

祭日・日曜は時給UP！
Wワーク・土日のみOK♪

中央区新市街 13-19　岡村ビル4F

株式会社パワーネット

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!!
…………… 男女不問、幅広く、シニアの方まで活躍中 ……………
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！！
≪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

………《パート 配布管理事務員》ⓐフルタイム ⓑ扶養内 ………
時間／ⓐ9：00～18：00（8h） ⓑ10：00～16：00（5h）
時給／ⓐⓑ900円 交通費支給 有給あり　※詳細面談時

●●Word・Excel基本操作あり  《 経験不問》　●土日・祝お休み
●勤務に応じて社保完備　●サクラマチクマモト　徒歩圏3分

中央区新市街 7-20-2F
（辛島町電停から徒歩1分）

☎096-359-3611
月～金 10：00～17：00

効率的な収入のポスティング
フルタイム・時短の事務パート
働き方の相談はお電話でも可能
お気軽にどうぞ!!

①「リビング熊本」配布　②事務委 パ

（旧リビングプロシード  熊本支社）

お届けスタッフ募集中
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忙しい医師をサポート
時給1000円　月～金
文書作成補助、入力代行
診断書作成、資料整理など
資格は不問です《医療事務経験者優遇》
Word、Excel、PowerPoint、Access
活かせる資格

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

時／8：30～17：15内6～7h ※週32h勤務
休／土日・祝ほか　月～金の常勤

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

勤務開始日、働き方など
ご不明な点はお気軽に
お尋ね下さい  《随時面談》
WEBよりもエントリー可能

医師の秘書業務　複数名採用

☎096-353-6501
内線5621 阿南 事務部管理棟

独立行政法人

国立病院機構
熊本医療センター

中央区二の丸 1-5 採用→

パート
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全国の大学・高校から委託された企業
①9：00～13：30 ②～14：00 ③～15：00
日祝隔土休 交通費・雇用保険 ノルマなし
時給850円+出来高制 卒業名簿を活用し
ご案内していただくので安心です

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

電話案内パート

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

中央区南熊本 5-11-13
☎096-371-5052（南熊本）

児童発達支援、放課後等デイサービス（指導員）
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

正 パ

●月～金のうち1日3.5h～応相談
●知識は必要ありません
●土日、祝ほか休　●複数名大募集!
時間／8：30～17：00実働3.5h～ 希望シフト可
時給／800～900円 交通費 扶養内多数在籍

《汚れ、ほつれ、破れ》がないかを
手作業で仕分け、箱に納める《軽作業》
丁寧にこなせる方　手際の良い方

北区清水新地4-7-11
（城北校前バス停徒歩1分）

☎096-344-2258 担当：高見

女子高生ブレザーの検品・検査
手順を覚え、慣れてしまえば
意外と「カンタン」
10名の女性が丁寧に教えます

有限会社 イデア

パート

働きやすさが人気の職場！4、5月入社大歓迎！
● 服装自由、働く日数・時間が自分で選べます！
　 土日祝日休めます！　ほとんどの方が未経験者です
内容／お客様に「ありがとう」と感謝されるやりがいのあるお仕事
　　　電話応対の練習で簡単に覚えられます
時給／900円～1200円（扶養内勤務OK）
時間／3h～7.5h以内で自由に決められます（残業ありません）
休日／土・日・祝日、お休みも自由に決められます
　　　（年末年始、盆休など）
資格／パソコンが使えなくても大丈夫！　中高年の方も活躍中
待遇／交通費支給（当社規定）、定期健康診断
　　　雇用・労災・健康保険・厚生年金（社保勤務時間による）

JR水前寺駅から徒歩5分！通勤に便利です！

子育て中の
スタッフも
多数活躍中！

創業44周年 通信販売の電話応対

ブライト企業認定企業

http://550229.jp
担当／総務人事課

[月～土] 9：00～17：30

月～土17：30以降と日・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

☎096-385-6226

パート

●4月南区近見オープニング　　
　《障がい児通所支援事業所　シュシュ》
●本部  合志市幾久富 《小児在宅支援》

「初心者に丁寧に指導」「 プライベートも充実」
………  一緒に子どもたちと仲間と成長していきませんか ………

子どもとその家族が楽しく人生が歩んでいけるように支援 

《職員7割が子育て世代》　《経験豊かなスタッフ在籍》

給与／委細面談　詳細はHPでご確認いただけます
時間／8:30～18:00内 7.5h　休日／原則 土日祝
応募／電話連絡後　履歴書を郵送
勤務／●南区近見9丁目開設①　●合志市幾久富②③

職種を超えて積極的に
情報を共有フラットな組織の風土
①ＷＥＢよりエントリー ②企業案内
③各部署見学 ④個別面談

①理学療法士 ②訪問看護師 ③ヘルパー

←
ＷＥＢより
エントリー

←
こんな
職場です

〒861-1112 合志市幾久富1123-5（合志市商工会となり）

☎096-227-9001

正 パ

やりがいを感じられるように昇給
有資格者　時間日数、休日応相談
時間／9：00～19：00　　駐車場あり
卒業後や幅広い世代が活躍中
時給／1200円～1800円 水日曜休み

とよだ歯科医院
東区花立 3-8-3 （東区役所  徒歩6分）

☎096-368-8078

歯科衛生士パート

　経験年齢不問　月10～14日程度
時／①7：00～18：00 ②10：45～13：00
　　③15：45～18：00　組合せ自由
ご希望お聞きいたします 休／応相談
　　1日10食程度　時給980円

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

医院 急募 給食調理パ

短時間や平日だけも希望沿えます
時間／平日の放課後と土曜日
春・夏・冬休み　※シフト制
勤務開始即日可　長期休暇のみも可
事前見学できます　時給／850円～

飯野小児童クラブ
上益城郡益城町砥川 137

☎096-288-8122 月～金15：00～18：00

益城町 放課後児童支援員パ

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
丁寧にお教えいたします　経験不問

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

調理補助パート

100食程度　昼食・おやつが主です
時間／8：00～16：00　週3日～応相談
休／日祝他　調理師免許保持者優遇
社保完　　時給870円～＋手当
障がいを持つ利用者さんのサポート

就労継続支援A型事業所 「ぱれっと」
合志市御代志 713-14

☎096-342-6476 担当：緒方

保育所内調理・配下膳パ

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

中央区神水 1-33-11 （肥後BK神水支店前）
☎096-382-0256 担当：堀田

薬局の事務  《東区2店舗》  ①長嶺店  ②戸島店正

年間休日120日、待遇面整備
ご安心してスタートできます
①②いずれも長嶺小・中そば

グリーン薬局 神水店

フロント業務・子ども応対
●平日 15：00～19：30 ●土 9：00～15：30
1日3～4h、週20h程度 経験は問いません
時給／820円～　交通費規定支給
　　　※研修期間3カ月間は790円

子ども好きな方
からだを動かすことが好きな方歓迎!!
お気軽にお問合せください

東区戸島 7-4-1
☎096-388-6116

スイミングクラブのフロント業務
「人と接することが好き」

勤務：天然温泉ぶぶたん近く
男女不問 パートさん多数在籍

ベストスイミングクラブ
戸島校

パート

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、産休育休有 ②授業１コマ60
分、週２～６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）　資格/①②高等学校教員免許要 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）

①総合職 ②非常勤（英語、保健体育、情報、家庭、美術）正

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
学校法人三幸学園

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
時間／9：30～23：00内で4h～
時給／900円～950円
　　　※22：00以降1125円～
詳しくは店舗でご相談ください
●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

「通いやすい4店舗」「まかない付き」

開店～ランチタイム
ランチタイムのみ
ディナータイムのみ
ベストタイムをお伝えください

レストラン庄屋　①ホール　②キッチン

〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

アパ

詳細はＨＰ↓サンロードシティ熊本店
☎096-331-4656

ゆめタウン はません店

くまもと食遊楽園十禅寺店ゆめタウンサンピアン店
☎096-334-2015

☎096-319-1221☎096-213-3340

子育て世代も 介護世代も 働きやすい環境です
職場には学童保育スペースあり
①送迎あり　　②夜勤ができれば尚可
給与／正15万円～17万5000円　手当込
時給／880円～　昇給あり
日勤8：30～17：30　
夜勤16：30～翌8：30 夜勤手当6500円/1回

《待遇》賞与、交通費、各種保険、皆勤手当
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

介護士　①デイケア　②病棟
●年間休日108日 ●週休2日
●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
医療法人社団 原武会

正社員 パート

広告のお申し込み

委 …委託業務 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：藤本求人ガイド 次回掲載は
4月18日号です


