銀 イ オ ン で、 付 着 し た 菌 を 直 接 除 菌
できるマットレス ※パンフレット

音楽も英語教室も心と身体の発達段階に合わせた
カリキュラムで無理なく楽しく、実力が身につきます

その他／定年65歳、退職金・再雇用制度あり

％以

☎0964-22-1718 担当：人事課

●非常勤看護師 時給／1200～1500円
●非常勤准看護師 時給／1000～1300円

スへの入会率は

福岡県飯塚市花瀬 32-1

時間／8：30～17：30 早遅番あり
夜勤 16：30～9：00（2交替制）
休日／年間110日

「安心してお越しください！」

担当：藤本

TKUヒューマン 担当：森本

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

ⓐ調理全般 ⓑ調理補助

パ

中央区 病院日常清掃

自分に合った働き方「安定」「時短」
ⓑ(パ)①9：00～13：30 ②15：15～19：15
時給／①900円 ②950円+手当
ⓐ(正)14万5500円+手当1万2000円+賞与
時間・休日／（正）
シフト （パ）応相談

男女不問 中高年シニアも歓迎
時間／7：00～16：00 日数時間応相談
時給／850円 交通費別途支給
長期安定して活躍しませんか
●江南病院 中央区渡鹿 バス停玄関前

土井医院

龍田病院

株式会社 千代田

南区銭塘町 2029-5（銭塘バス停1分）

中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

☎090-6899-0541 担当：土井
正社員 パート

施設職員

☎096-343-5819 担当：下田

入居者室への訪問介護員

時間／
（正）
7：00～19：00内8h ※3シフト
給与／介福士：18万円～（パ）時給900円～
初任者：16万3000円～（パ）時給800円～
待遇／規定交通費、職員無料駐車場
制服貸与、各種保険など
これから資格取得を目指す
無資格・未経験の方も応募ができます
「万全のサポート」
で知識を深められます
開設2年目の地域に愛される介護施設で
職員と共に環境改善に取組んでいます

うれしい 賞与もあり
和気あいあいで 楽しく
専従やWワーク、
副業、
応援

(株)アメニティ
ホールディングス

西区池田 4-18-3（崇城大駅徒歩3分）

☎096-323-7577

介護医療院での看護師・准看護師 ※経験不問

●常勤看護師 給与／20万5000～27万円
昇給・賞与、夜勤・通勤等諸手当あり

上。お試しのほか無料体

㈱トキワビル商会

正 パ

％以上！

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

●食事付 ●車通勤可
休日／日祝ほか学校の春夏冬休み

年間の継続率は、なんと

中央区新大江 1-26-27

☎096-200-9598 担当：大石

験もＯＫで、どちらか選

CLEAN LIGHT

時間／16：30～21：30 ご相談できます
時給／830円～+規定交通費 ※昇給あり

ースの年間継続率は

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

正 パ

曜日時間の希望もお聞きいたします
時間/8：45～12：30 14：30～16：30
火・土8：45～12：30
地域密着の医院です 時給/1100円～
休み/日・祝・火曜土曜午後ほか応相談

春夏冬休みあり 大学生寮での食事づくり

シフト又は週2、1日3h～ 在籍者5h多数
調理、盛付け、配膳、片付け、洗浄
経験は必要ありません 《中高年歓迎》
ご家庭の延長で大丈夫です

％。“聞く・話す・読む・ べます。教室でのレッス

≪ 女性活躍中！
！≫

パート

未経験OK！ 主婦歓迎！
！
◆ 7月開業予定につき ◆
◆ 新規スタッフ大募集！ ◆

遊技場での清掃作業スタッフ 未経験歓迎

①時間／7：00～9：00
時給／1000円
②時間／10：00～16：00 時給／800円

☎096-245-1115 担当：原

お待たせしました。ヤ

パート

北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

マハ音楽教室・ヤマハ英

家事・育児のすきま時間で働けます！
週1回など、時間・曜日なども応相談可
研修があるので初心者の方も安心です！
※車通勤可能な方大歓迎！ 交通費支給

日（金）～６月

勤務地／合志市・菊陽町・熊本市
時給／研修中800円～、研修後1000円～
時間／9：00～17：00の2～4h程度

５月

損害保険加入につき安心して働けます

１日
（月）
は、熊本ショー

新規スタッフ複数名募集

北部病院

ンが心配な場合にはオン

家事代行サービス

ルームで「くつろぎと眠

パ

《待遇》賞与、交通費、各種保険、皆勤手当

医療法人社団 原武会

ラ イ ン レ ッ ス ン も あ り。

日勤8：30～17：30
夜勤16：30～翌8：30 夜勤手当6500円/1回

●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」

書く”の英語に必要な４

キャリア・サポート株式会社

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

①デイケア ②病棟

技能を育てます。

介護士

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

☎096-233-3010

看護師

《日勤のみ》①介護福祉士 ②初任者研修
正社員 年間休日109日 賞与年2回
パート 自由に設定できます

介護全般（生活、身体等） 無料Ｐ有
時給/1100円 休/シフト
（年間115日）
時/①7：00～16：00 ②13：30～22：30
③22：20～翌7：20 シフト制※応相談
資格/要初任者研修または実務者研修
菊池郡菊陽町光の森 7-14-2

正・准

済生会熊本福祉センター

正社員 パート

音楽教室が目指すのは

東区御領特養 介護職

●レッスン前後の手洗いの徹底 ●次亜
塩素酸消毒などの設置 ●教室備品・ド
アノブ・手すりなどの衛生管理 ●定期
的な換気 ●講師スタッフは検温とマス
ク着用で感染予防対策を徹底

FAX050-1351-3763

熊本電気鉄道株式会社

☎096-223-3330 担当：熊谷

90

新型コロナウイルス感染予防について

☎090-7167-9774

南区田迎 住宅型有料老人ホーム
ご応募者全員と面談いたします
近いうちに転職や復職をしたい方も
事前相談できます お早目に!!

☎096-343-3023 担当：森本・小西

90

92

エフ・ツー

大型免許取得費全額当社負担
みなさん、不安なく教習できます
●週休2日制 ●年間休日104日

南区内田町 3560-1

英会話イングリッシュハウス

広告のお申し込み

有資格者優遇 まずはお電話下さい
時間／8：00～21：00内8hシフト
給与／15万7800円～ 休日／週休2日
待遇／社保・労災・通勤手当
中高年活躍中 入浴や通院支援など

中央区黒髪 3-7-29

語教室は６月開講です！

紹 派

ショールーム売れ筋の

バス運転手に興味がある方
「ぜひ一緒にはたらきましょう」

障害者施設 支援員

時～午後７

経験は問いません 普通免許で応募可
給与／17万～35万円 賞与、昇給、各種保険
試用期間時給1000円

正 契

10

詳細は相談ください。

「地域を支える仲間」男女不問
●勤務：合志市辻久保営業所
●実働7.5hシフト制 ●支度金あり

☎096-370-1665 平日17:30まで

営業／午前

公共性の高いしごと 路線バス運転士

燦（さん）

中央区平成 3-195

２カ月で８８００円

☎096-237-8536

有限会社

外来

※価格は税込

☎096-273-9267

50食程度 希望を伝えてください
時間/6：00～19：00 正社員：シフト
パート：希望の週1～、3h～ 休/応相談
給/13万5000円+手当+賞与 時給/800円+手当
休/正社員：年103日 制服貸与 各種保険

パ

楽譜通りに弾くだけでな

無休

北区楠 6-6-60（ドコモ楠まえ）

嘉島町の病院 給食

く“気持ちを音楽で表現

オリジナルミュージッ

熊本博愛病院

熊本営業所

正 パ

時、土日祝＝～午後６時、

クレッスンは幼児から大

曜日や時間帯は希望をお聞きします
曜日／月～土
例：1日3h×4日
休み／事前に申し出の希望曜日
時給／2200～2500円 福利厚生充実
提携保育園もあり 時短で働けます

中央区神水 2-13-32 かわしまビル2F

正社員

週10～12h 日勤薬剤師

で き る こ と ”。 ヤ マ ハ な

ら聴いた音楽を楽譜がな

1

０１２０・９６８・１３３

くても弾けるようになり

分×月２回）でお得！

30

ま す。 鍵 盤 だ け で な く、 人まで。お試しレッスン

は 全 ４ 回・ ８ ８ ０ ０ 円

お試し後に本コース入会

小学生ドラム・ギターコ

で入学金５５００円が半

（

英語教室はカリキュラ

額の２７５０円。本コー

ースも大人気。

ムと講師の質の高さに自

(株)リンク・フーズ

りの体験会」！

●

信あり。幼児～小学生コ

◆ 中央区 特養施設 ◆ フル時給930円～
車通勤可、食事補助、各種保険ほか
経験、知識、不問 中高年や復職も可
フル/5：30～14：45 8h 調理930円～
時短/9：00～15：00 5h週2～ 洗浄850円

銀イオンでキレイが続く

●

御幸中央公園

●

三角海運
● ●

浜線バイパス

平成大通り

●

第２駐車場

●

※マスク着用・消毒に協力を。体調が
優れない場合は遠慮ください

正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員 紹 …紹介 パ …パート
パ

抗菌タイプのマットレス

など多数展示。知識豊富

な専門スタッフも、理想

の寝具選びを手伝ってく

れますよ。実際に見て触

れて、良さを体感してみ

●

済生会
病院

（問）☎096
（379）
1767

東バイパス

次回掲載は
6月13日号です

オープニング 調理員

5/29
（金）
～6/1
（月）10:00～18:00
会場／熊本ショールーム（左地図）

有明楽器 ヤマハ英語教室 ヤマハ音楽教室
歯磨きやメンテナンスを

行えば問題ありません。

透明でほとんど見

︱︱ マウスピースは？

上村

え ず 取 り 外 し が 可 能 で、

食事や歯磨きの邪魔にな

ることがありません。た

だし、ご自身での管理が

選 ぶ 装 置 は 異 な り ま す。

くつろぎと眠りの体験会

ピソリーノ

人気のバイオリン

パ

フランスベッド販売（株）

ヤマハ音楽・英語教室、今年は６月開講！

熊本駅前矯正歯科クリニック 院長

難しい人にはあまりお勧

当院ではカウンセリング

ファミリー
マート

くつろぎと眠りの体験会

29

オリジナルミュージックレッスンは「お試しレッスン」実施中

患 者 さ ん の 歯 の 状 態、

︱︱ 舌側矯正は痛みや喋

で装置のメリット・デメ

P

＜4＞

「リビングを見た」
or記事持参で入場OK

〔南区流通団地2-10〕

めできません。

りにくさが不安です。

また社会人なら職業、学

︱︱ 表側矯正、歯の裏側

上村

●

九州
産交

日本
通運

ＧＳ

土曜日

フランスベッド熊本ショールーム

平成けやき通り
もち吉

フランスベッド
ショールーム

上村 裕希先生
生なら部活動によっても

に装置を付ける舌側矯

リットをしっかりお話し

それぞれ特性のある矯正装置！

正、取り外しができるマ

の歯並びに合わせて完全

致します。装置の進化に

当院では患者さん

ウスピース矯正⋮何を基

より選択肢が増えていま

準に装置を選べば？
カスタムメイドの矯正装

すので、まずはご相談く

ださい。

置を使用しています。痛

く滑らかなので、以前の

表側にブラケット

装置に比べ喋りにくさも

上村

ほかの装置に比べて料金

軽減されました。また舌

を 装 着 す る 表 側 矯 正 は、 みや違和感が少なく、薄

が安く、さらに当院では

により食べ物を流してく

側矯正は唾液の緩衝作用

れ、虫歯になりにくい利

目立ちにくい透明の装置

舌側矯正は、装置が見

点もあります。もちろん

を使用しています。

えないことがメリットで

表側矯正でも、きちんと

す。治療期間は表側矯正

と変わりません。

矯正装置が外側からは
見えない舌側矯正

てください。配送・組み

矯正歯科

立て・設置無料。リビン

グ読者には来場特典も。

選択肢が広がった矯正装置。専門
医院に相談して自分に合った装置を

2020年5月30日

久しぶりに現場復帰したい方
丁寧にサポートします！
子育て中の方等、
時間応相談
医療法人社団誠心会

ゆずりは

南区城南町高 1099

☎0964-28-6311 担当：南

菊池郡大津町室1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入
正

夜勤ができる 介護職

常勤シフト 夜勤回数希望に添えます
時間／①8：30～17：30 ②16：00～翌9：00
パートも可 ご希望お伝えください
各種保険、交通費、賞与 休／週休2日
給与／17万～20万円 夜勤4回他手当込

小規模多機能型居宅介護事業所

25室の入居者へのサービス
仕事のイメージは 事前の
体験見学でより判ります
「WEB面接も可能です」

ゆう

中央区黒髪 6-7-7

☎090-8660-9155 担当：緒方
パ

仕分け作業（東区弓削）

交通費、各種保険、昇給、有給あり
時給／840円～ 時間／12：00～17：00
休日／土・日（祝祭日は勤務になります）
車通勤可 未経験者大歓迎
住宅型有料老人ホーム
南区田迎 2-14-1（けやき通り入る）

☎096-285-8362
担当：志田・坂牧

正社員 パート

グリーンコープ連合会
熊本物流センター
東区弓削町 415

☎096-380-6699

支度金10万円支給

■教育体制の充実
■産休、育休、介護休の取得推進
（正社員）介護福祉士
（準社員）初任者研修以上
（パート）資格不問 1年ごとの更新

特養での介護職

処遇改善手当支給
●夜勤2万円 ●夜勤なし1万5千円
■定年65歳 70歳まで再雇用あり
安定してずーっと働きたいを応援!!

待遇／（正・準）賞与あり、有給、交通費
車通勤可、昇給、各種保険、各種手当、他
介護職 ※シフト、休日は応相談
給与／正社員：18万1000～21万9500円
※資格・処遇手当含
準社員：15万5000円～18万7200円
※処遇手当含
パート：時給820円～920円
■日勤の早出・遅出
時間／5交替制
②8：30～17：30
④13：00～22：00

■夜勤の早出・遅出
①7：00～16：00
③10：00～19：00
⑤22：00～翌7：00

社会福祉法人 滄溟会
特別養護老人ホーム

かなんの杜
北区植木町滴水 9-2

☎096-272-3300
平日9：00～17：00

担当：西山

