2020年6月13日

「子どもを健やかに育てよう」キャンペーン実施中

初回限定！

土曜日

＜14＞

ウォーターボトル１本分1200円の料金で3本お届け

子ども講座の入会金が半額、6月末まで！ 蒸し暑い日こそ「アクアクララ」でスッキリ！
リビングカルチャーセンター はません校

アクアショップ

検索 ←

リビングカルチャーセンター 熊本

いしい”を、電話１本で

＆回収で“うれしい”を提

●講師／出田里美
日本航空国際・
国 内 線 旅 客 乗 務 員 歴 年、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人
日本サービスマナー協会認定講師

素敵な家づくりのサポート！

給与／20万円～ 手当込
時間／9：00～18：30 休憩90分
休日／年間休日105日+有給休暇
完全週休2日制（水曜、その他）
※その他の休日
待遇／昇給あり、賞与年2回、各種保険
有給休暇、マイカー通勤可
交通費1万5000円/月
（上限有）
残業あり、試用期間（3カ月）
応募／まずはお気軽にお電話下さい

資格経験に関わらず採用
入職半年後に就職祝い金
ただいま、
10万円支給中

②事務

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・春口

パ

事務と簡単な電話応対

ワード・エクセルの入力出来る方
時間／10：00～16：00（土日祝休み）
（交通費補助有）
月給／8万円 車通勤OK
詳細については、面談の上決定

お届けしたいのは
「家族の明るい未来」

ライオンズクラブ国際協会337-Ｅ地区4Ｚ

合志ライオンズクラブ

合志市栄 3792-112（東南運輸(株)内）

☎096-248-6777 担当：幹事 笠 直実
パ

●

●

●

●

第二空港線
じじや

☎096-368-8111 担当：石原
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

お弁当定期ルート配達

営業無し！ 固定客なので安心です！
時給/820円＋自車手当300円～
時間/①9:15～12:00 ②13:45～17:00
シフト制（①②選択可、両方も可）
毎月希望休日集約制・自車持込

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

お花加工スタッフ募集

時間／9：30～17：00（変動あり）
月・水・金勤務
（繁忙期連勤あり）
時給／800円 お花が好きな方
どなたでもOK。スーパー納品のため
のお花の加工作業です。

株式会社

美向

北区清水新地 5-3-12

……… 子どもたちと仲間と一緒に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

☎096-348-1170 担当：松川
正 パ ア

《職員7割が子育て世代》 《経験豊かなスタッフ在籍》

清掃スタッフ

空調洗浄やビルクリーニングのお仕事
日給／経験者9000円 未経験者8000円
+歩合制 その他手当有 各種保険完備
時間／9:00～18:00（前後する場合有）
休日／シフト制 使用期間3カ月

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②③ ●合志市幾久富①③④
←
こんな
職場です

蒸し暑い熊本の梅雨

供。ウォーターサーバー

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

●受付や電話対応、パソコン入力
（エクセル
やワード使用）等の事務全般のお仕事です。

●4月南区近見オープニング 看護師・理学療法士
《障がい児通所支援事業所 シュシュ》
●本部 合志市幾久富 保育士・看護師・ヘルパー
「初心者に丁寧に指導」
「 プライベートも充実」

ウォーターボトルの宅配

みがちになることも。そ

時／9：00～18：00内で希望可 休日シフト

住宅メーカーの一般事務（東区佐土原）

①保育士 ②PT ③看護師 ④ヘルパー

医療事務

①看護師・PT・OT・ST

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～

☎096-368-2811

東区佐土原 1-3-15

は、どんよりと気分が沈

んなときは「アクアクラ

除菌・洗浄のメンテナン

ラ」のおいしい水を飲ん （レンタル料は別途）は、

スで衛生的です。

営業 ／午前９時～午後６時

で、心もカラダもスッキ

クリアな水とお湯がサ

正社員 パート

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

東区新外3-9-1（新外交差点そば）

正社員

無料院内学童完備

正社員 パート

月～金8：30～17：30 9：00～18：00
医療法人社団 原武会
土8：30～12：30 休日／日祝+週1日
給与／14万～19万円 時給870～1000円
北部病院
各種保険、特別休暇、国内海外旅行 北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）
●当院は全職員に寄り添う子育てサポートつき
☎096-245-1115 担当：原

東区弓削町 415

本庄内科病院

☎096-237-8536

受付、保険請求 前職経験により優遇
●年間休日108日 ●賞与3.2カ月 他手当
●育児休業取得実績あり ●退職金制度あり

☎096-380-6699

①8：30～17：30（平日4日）
②8：30～12：30（平日1日及び、土日いずれか1日）
給与／18万円～23万円 賞与2～3カ月

←
ＷＥＢより
エントリー

リさせませんか。

☎0964-28-6311 担当：南

ノ

ゆずりは

南区城南町高 1099

ー バ ー 方 式 で 利 用 で き、 住所／東区保田窪４ノ

その他／定年65歳、退職金・再雇用制度あり

医療法人社団誠心会

口あたりまろやか。ミネ

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

仕分け作業（東区弓削）

至空港

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

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

ラルたっぷりのアクアク

●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

☎096-277-5920

くまも と菓房

介護医療院での看護師・准看護師 ※経験不問

熊本博愛病院

ａｕショップ

担当：岩田・森本・西

薬剤師

北区楠 6-6-60（ドコモ楠まえ）

本社及び
総合展示場

TKUぷらざ2F

☎096-359-3412

人気の短期講座が今の

北区徳王 1-6-52

平日時短

アクセラ株式会社

健軍
自衛隊

正 パ

（株）TKUヒューマン

生活に合わせたバージョ

勤務地／中央区水前寺（県庁内）
時間／Ⓐ9：00～17：00 Ⓑ9：00～19：00
ⒶⒷ両方をできる方大歓迎！
休日／Ⓐ土日祝日 Ⓑシフト
（週休2日）
時給／1150円+交通費
土日祝と18：00以降は1438円

パ

希望日、時間 多様な条件交渉できます
時間／週8h～12h 例：1日3h×4日
子育て世代に嬉しい 提携保育園あり
福利厚生も充実 復職の方もお気軽に
時給2200円～2500円 調剤経験者

北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

実務経験多少は気にせずに
不安なく長く勤められます

往診車（AT車）要運転
日・祝は交替で1～2回/月出勤、休日手当、振休有

在宅ワーク 内職

旭出版

准・看護師《日勤・常勤》

承認No H200007 承認日 2020/5/1

7月31日までの短期でお仕事
1カ月程度の更新の可能性あり
事務経験のある方大歓迎

10

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
好きな時間に1日4、5h程度
手軽に負担なく始められます

自衛隊通り

Ⓐ書類内容確認、電話での修正依頼など
Ⓑ電話問合せ対応など、
をお願いします！

リビングカルチャーセンターはません校

上益城郡益城町広崎497-2（健軍電停より7分）

●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
●今年資格取得予定にて就活中…など

正 パ

どんな状況でもしなや

菊池郡大津町室1011-1

☎096-312-7011 採用担当まで

給付金に関する官公庁事務のお仕事

また会いたいと思われる人に

※前回の講座風景

委託

株式会社 千代田

（月給）
16万～30万円
（4カ月目以降業績により変動あり）
給与／採用給
※前職経験・能力等を充分考慮の上、当社規定により優遇
時間／9：00～17：00
年末年始休暇、
年次有給休暇 他、
会社が認める日
休日／土・日・祝日、
待遇・福利厚生／通勤交通費支給（上限あり/社内規定による）
社会保険完備
熊本市中央区水道町 7-16 富士水道町ビル5F 熊本支社

契約社員

電話案内

グリーンコープ連合会
熊本物流センター

・自分の可能性にチャレンジ
したい方
・正当な報酬、正当な評価を
得たい方
・
「お客様のために」という
気持ちをお持ちの方
・人のためになる、社会貢献
する仕事がしたい方
・ワークライフバランスを大切
に自分らしく働きたい方

お客様の出会いを楽しみにしております
ジブラルタ生命で納得できる最高の人生を描きませんか

ンになって新たに登場！

＜ワーク・ライフ・バランス＞「子育てサポート企業」
として
厚生労働省東京労働局より3度目の認定を受けています

かに美しく対応するため

お客様のライフプランに合わせた
生命保険のコンサルティング営業のお仕事です

には、自分自身を丁寧に

◆年齢・性別・前職・経験に関係のないフェア
な評価制度で、LCの皆様の頑張りを応援して
います。昇進、評価、報酬、あらゆる面におい
て男女差はありません。

整えておくことが大切で

ライフプラン・コンサルタント
（LC）

す。今回はとくに、①セ

☎096-388-2721（採用担当）

ルフマインドコントロー

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

ル、 ② ス ト レ ス フ リ ー、

ふきのとう

③オンラインで伝える豊

無理なく働いてみませんか
初心者の方もすぐに慣れます

小規模多機能型ホーム

パート

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

働きやすさが魅力
長期安定して活躍しませんか
一から丁寧に教えます

☎090-8627-1744 担当：家入

14

①心を整える／ポジティブ思考を身につける、言葉の力
②魅せ方／オンラインで映えるヘアメイク、カラー診断、目力
③音の印象／ボイトレ、声の可動域、声の印象アップ
④第一印象／挨拶、立ち居振る舞い、表情… など

パ

外来

・抗菌ペレット使用で清潔

【全6回】輝く女性のエレガントメイキング

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

正社員

勤務日は自由に選べます
●月 ●木 ●金 ●土 ●日
《献立支給》《中高年活躍中》

② 5本まとめて注文すると
プラス1本でさらにお得！
かな表現力を強化。毎回、

病室、廊下、
トイレなどの清掃をお願いします
モップ掛けが基本のお仕事です

すぐに使えてとっても便利
・１ℓ /100円
（税別）
と経済的

講座内容

ップ、チアダンスまで多

●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 交通費別途支給

・80 ～ 90℃のお湯が

なんと、2400円
（税別）もお得

☎096-289-1300 担当：タナベ

病院内の清掃

97

・軟水だからまろやか

（税別）
の料金で３本に！

表情筋・姿勢のトレーニ

彩 に そ ろ い ま す。「 合 氣

中央区

ングもあります。

リビングカルチャーセ

道 」「 護 身 マ ー シ ャ ル ア

《時短希望可能です》時間／9：00～15：00
勤務／平日・土・日で選択できます
時給／800円 別途手当

担当：森本

FAX096-312-3153

高齢者施設での調理員

リビングに併設のキッチンで
12食程度「家庭料理」
をお願いします
経験資格不問 調理・後片付け

正社員

ンターでは、お子さんの

選べる曜日

健やかな成長を願い、子

☎080-3957-1052 担当：緒方

ーツ」は、心身ともにた

合志市御代志 713-14（御代志駅から車5分）

くましく成長できる講座

立つ「書道＆硬筆」、豊か

パート

パ …パート

☎096-359-3412

FAX050-1351-3763

“アクアクララ”の特徴

●日 時／ 7 月 25 日スタート 第④土曜 10:30 ～12:30
●受講料／全 6 回 1 万 9800 円（税込）※入会金不要

契 …契約社員

TKUヒューマン

担当：藤本

お得!!
①初回限定、ウォーターボトル
（12ℓ）を1本分1200円

【申込み・問合せ】☎ 096
（370）
1112

ア …アルバイト

働き方のご要望をお聞きします
男女不問
中高年シニアも歓迎
ご安心してスタートできます

就労継続支援A型事業所「ぱれっと」

パート

委 …委託業務

☎090-7167-9774

調理補助

日

な創造力が身につく「絵

保育所内

刻み・盛付・配膳業務 休み／希望日
時間／8：00～16：00 週3日～応相談
調理師免許保持者優遇 社保完
常時4名在籍 昼食・おやつが主です
時給／870円～＋手当 経験不問

ども講座のキャンペーン

お得に習い事が始

入会金が半額の１６５０

広告の
お申し込み

パ

30

正 …正社員

次回掲載は
6月27日号です

エフ・ツー

を実施中です。６月

円！

各講座の詳細は、ホー

画」もラインナップ。

美しく優雅な動きが魅

められるチャンスです。

力の「バレエ講座」では、 ムページ、またはお問い

学、体験もできるのでま

受付／ 10:00 ～ 19:30、日曜
～ 16:30（祝日は通常営業）
場所／ゆめタウンはません
本館２階 ※価格は税込

豊 か な 表 現 力 や 音 楽 性、 合わせください。無料見

HP を
チェック↓

ずはお電話を。

☎０９６
（３７０）
１１１２

強い精神力と体力を養い

◦毎日スタッフ全員、検温チェックと
手指の消毒を数回行っています
◦教室の机、イス、マットなどは、
使用後、毎回消毒を行っています
◦常時換気を行っています
◦各講座、人数制限を行います

ます。「ダンス講座」はフ

リージャズからヒップホ

新しい生活様式に対応し、
感染症拡大防止に努めています

心も体も成長、集中力もアップ！

電話・ＨＰからご予約ください

（火）までに入会すると、 です。将来にもきっと役

＊舞踏／バレエ、バレエエンゼル、バレエ学童 ＊ダンス／チアダン
ス、Jrフリージャズダンス、キッズヒップホップ、HIP-HOP NY
スタイル ＊技／護身マーシャルアーツ、少年少女合氣道
＊書画／子ども書道＆硬筆、ワクワク！ 子ども絵画

ララは、毎日の水分補給

【楽しい、選べる、キャンペーン対象の子ども講座】

＊講座の見学は無料です
＊500円（税込）で体験も
できます（一部講座を除く）

ミクロ（１万分の１ミ

※ 3 カ月以上の受講が条件です

に ピ ッ タ リ と 好 評 で す。

半額 1650 円（税込）

クロン）のろ過水で“きれ

入会金通常 3300 円→

い”を、ミネラル成分を

1

6 月 30 日（火）までに
子ども講座に入会すると

【申込み・問合せ】

バランス良く配合し“お

０ １ ２ ０・５ ４・９ ６ ６ ２

子ども講座限定
キャンペーン

ダイイチライフ

〒861-1112 合志市幾久富1123-5

☎096-227-9001 担当：佐々木

㈱LCS
中央区国府 1-23-9

☎096-361-2960 担当：深町

