2020年7月4日

土曜日

＜6＞

医師・看護師・介護士…桜十字病院を含む総勢1000人のスタッフが、入居者の暮らしを支えています

老人ホームを探すなら、笑顔あふれる
「ホスピタルメント」
へ
ホスピタルメント

気の合うスタッフと２人組で運転代行のお仕事

A：第２種 日給／8000円＋歩合
B：第１種 日給／7000円＋歩合
C：第１種 時給／900円＋歩合

夜型・Wワークしたい方。
未経験者でもOK！
！
週１回OK 幅広い年代活躍中

時間／19：00～2：00又は3：30
週1日～、1日5hからでもOK ※月給制あり
待遇／社会保険完備・制服貸与
車通勤可 入社祝金（規定有）
２種免許取得支援制度有（会社負担）

契

Ⓐスタッフサポート

ポニー運転代行

中央区二の丸 1-5 詳細→
働き方や詳細をお聞きしたい方は
「WEBや電話」
で事前に相談ができます ☎096-353-6501
《男女不問》ご安心してご応募ください 内線5621 阿南 事務部管理棟

正社員 パート

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
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

西区池田 3-40-20

☎096-326-2196

《待遇》賞与、交通費、各種保険、皆勤手当

Ⓑ郵便物の仕分け

時間／A9：00～18：00 B9：30～17：30 休日／基本土日祝
待遇／2カ月以上は社会保険あり 資格／AB未経験者大歓迎！

②資格や年齢は問いません
《経験者優遇》
●1日3～4h チームで行います
時間／8：00～12：00 Wワークの方も歓迎
①②休みは面談時、急な休みにも考慮
《福利厚生充実、提携保育園あり》■正社員登用

専用レストラン 配膳

グランガーデン熊本
中央区城東町 4-7（キャッスルよこ）

☎096-359-1893 担当：ニタミズ
正社員

期間 選択 可！

9月～12月までの期間限定

選べる期間♪ 単純仕分け♪
交通費、社保完備、駐輪場あり
サーモグラフィー、消毒あり

中央区大江 3-1-66

10120-773-505

受付/9：00～18：00（平日）

応募は二次元
バーコードからも可能→
日本郵政スタッフ

検索

済生会熊本福祉センター
南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：熊谷

●年間休日115日 ●2交替のシフト
ⓐ8：30～17：30 ⓑ7：00～16：00
Ⓒ11：30～20：30
60歳以上でも経験あれば歓迎です

正 パ

平日ちょっとだけ働きたい
①調剤経験 2200円～2500円
②入浴介助 1000円～1150円
医療法人上野会

熊本博愛病院
北区楠 6-6-60（ドコモ楠まえ）

☎096-338-7117

パート

レジ接客・品出し

学生、子育て中、介護中の方でも安心
①土・日・祝1名限定
時給／920円
時間／12：30～18：00 5.5ｈ/日
②平日1名限定
時給／900円
時間／15：30～19：00 3h/日

ワークマン 熊本北部店

北区四方寄町576-1（3号線ケンタッキーそば）

☎096-322-7700 担当：オガタ

①日勤で遅出ができる看護師

ケアミックス病院
働き方は「病棟」
または「介護施設」
あなたの希望をお聞きします
正看護師：22万円～ 准看護師：17万円～

②看護助手

資格・経験不問・週休2日 看護助手
ⓐ8：30～17：30 ⓑ10:00～19：00
給与/16万円～ 日数は応相談

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

児童発達支援、放課後等デイサービス
（指導員）

●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」

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!!

医療法人社団 原武会

給与／（パ）時給900円～2000円、賞与
賞与2回
（正）17万5000円～24万円、

さくら学院

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

時間／（パ）13：00～18：00の中で5h程度
（正）9：30～18：30 週40hシフト制

熊本市児童育成クラブ支援員（夏季限定）

期間／8月1日（土）～ 8月29日（土）
月～土曜日
（うち週5日勤務）
時間／8：00～18：00（内5～6h）
勤務地／市内80カ所
各小学校児童育成クラブ
仕事内容／児童の遊びや生活の見守り
時給／818円
資格・経験／不問 年齢／不問
未経験者でも安心のサポート体制
…………………………………………
応募／履歴書（写貼）持参または郵送
面接にて合否決定 7月10日
（金）必着
面接日については、連絡いたします
勤務内容詳細については
お問い合わせください。

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

コース管理職員

未経験者でも安心のサポート体制
（正）当社規定による（パ）時給950円
給/
時間/6：30～15：30 7：30～16：30
残業あり 委細面談にて 休日/月7日
パート：応相談 未経験者も大歓迎！
！

子どもが大好きな方、大歓迎！
未経験者も大歓迎！！

業務A／スタッフのサポート…郵便物の仕分け準備や質問対応
期間選択OK／①9/2～12/28 ②9/2～11/6
③9/2～10/27 ④9/2～10/23

障害者施設 支援員

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

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

パート

期間限定！ 9月からの短期のお仕事
簡単♪ 郵便物の仕分けや受付業務
年齢不問 未経験者大歓迎 基本土日祝休
時給A1200円 B1000円 交通費規定支給

業務B／仕分け…郵便物の仕分けや受付業務など
期間選択OK／⑤9/4～12/28 ⑥9/16～12/28
⑦9/16～11/6 ⑧9/16～10/27

①デイケア ②病棟

﹁ と に か く 毎 日 が 楽 し い！﹂︒ 桜 十 字
病院が運営する﹁ホスピタルメント﹂の
相談会に参加すると︑ハツラツと過ご
す入居者さんたちの笑顔が印象的で
す︒施設の魅力を少しだけ紹介します︒

☎096-232-2919 担当：細山田

３カ月研修期間有

国立病院機構
熊本医療センター

正 契

①週1～2日 施設内 薬剤師 ②午前限定 入浴介助

①時短や副業で収入を上げたい方《条件交渉可》
●育休からの復職 ●シニアも活躍
勤務／1週間で8～12h

介護付有料老人ホーム

独立行政法人

でき︑鶴屋売店やこだわ

菊池郡菊陽町久保田 727-1

☎096-223-3330 担当：熊谷

週2～4日 曜日・日数・休み応相談
時間／7：00～10：00 時給／850円～
交通費1万円まで 制服貸与 有給あり
学生・中高年の20～50代活躍中

「ありがとう」の言葉が嬉しい
やりがいを持ち 現11名活躍
体を動かし人の役に立つ仕事
時給910円 まずは相談から

りのカフェ︑図書館など

株式会社 フジチク

●桜十字病院が隣接しているから、
病院の設備をすぐに利用できる！
・桜十字病院外来 ・鶴屋売店
・まってるライブラリー
・Filcafe ・まってるラウンジ
●運動不足解消に「生活リハ室」がある
●デザイナーズフロア
（西館プラス）
がある

南区内田町 3560-1

ア

医療と介護のプロが考

パソコンの入力作業ができる方
ワード・エクセル等使える方
事務職未経験の方も歓迎致します

☎096-337-2700

えた住まい﹁ホスピタル

通販スタッフ 商品受注・発送業務・電話対応
車通勤ＯＫ
【無料駐車場有】
未経験者でもOK！
！
女性スタッフ活躍中！
！

北区楡木 1-3-70（熊本北高そば）

もコンビニ感覚で利用で

☎096-273-4111

きる便利さです︒

北区植木町一木178-4(北区役所交差点車1分)

時給／800円～
時間／9：00～17:00の間で
平日週4～5日、1日5～6h程度

ぎんなんの里

融通の利く夜勤なし 看護助手《5名》

時間/7：30～19：30内6～7hの組合せ
《月収例》シフトで週32h勤務
時給910円×実働6h×月20日
10万9200円＋交通費
休日/4週8休
待遇/社保完・有給休暇・車通勤可
未経験・無資格の方
医療機関に関心がある方
医療介護の知識がつきます
子育て中から幅広く活躍中
院内にコンビニやATMなどが充実

「ホスピタルメントさくら西館」の魅力

済生会熊本福祉センター

パ

棟

（医法）社団豊育会

清田産婦人科医院

給与/①26万5000～33万円以上 面談の上優遇
②22万～30万円以上 一律手当含む
③19万～28万円以上 一律手当含む

介護老人保健施設

☎096-338-1888

パート

午前中のみ 調理全般

常時9名体制 年齢不問 残業なし
時間/6:00～11:00(～12:00) 休/応相談
勤務/週2日～ 1日5～6h 施設経験者
●調理経験の方 時給1100円+交通費
●経験のない方 時給960円+交通費

「患者さんや看護師さんのサポート」
●入院患者さんの移動のお手伝い
●食事の配膳・下膳 ●シーツ交換
●雑務・環境整備など

昇給年1・賞与年2・各種保険
当院は分娩と婦人外来です
産科未経験もご検討下さい

■週休2日制
月9日休み他有休休暇
8:30～17:30 17:00～翌9:00 2交替制

パ

メント﹂は︑全国で

①助産師 ②看護師 ③准看護師

あり︑関東でも人気の有

北区龍田 7-36-40（武蔵塚公園そば）

☎096-277-5920

字や音楽療法など催しが

北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

●夜勤ができる方《常勤》
●将来はシフトで夜勤ができる方《日勤のみ》
「入社日」
ご相談できます

正 ア

病棟調理

あだち内科胃腸科

北区鶴羽田 5-3-30（菊南病院そば）

パ

パート

アクセラ株式会社

☎096-348-6305（ひかりヶ丘医院）
正 《外来・病棟》

在宅ワーク 内職

病棟9床 時給900円～
時間／①7:00～13:00 実働5h
②16:00～19:00 週2～3日
各種手当あり 交通費 車通勤可
調理経験者歓迎 年齢不問 ※昇給あり

菊南スマイル

給/大卒17万4400円～ 短大・専門卒15万7900円～
時間/①8：30～17：30 ②8：00～17：00
休み/日・祝ほか ※経験に応じて加算あり
「相手の声に耳を傾け、心に寄り添う仕事です」

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

介護士・看護師が常駐

グループホーム

委託

担当：森本

FAX096-312-3153

◎病院が母体だからこそ、自立している
人から要介護度5・医療依存度が高い
人まで一生涯住み続けられます
◎スタッフが24時間常駐し、わずかな
変化も見逃さない体制です
◎万一の緊急受診や検査、緊急入院も受
入れ体制が整っています

勤/①春日1丁目 ②中央警察署そば
②障がいのある方の暮らしを支える仕事
賞与年2・各種手当《事前見学可》
《介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士》
労災・雇用・健康保険・厚生年金
有資格者 無資格者も歓迎

☎096-359-3412

FAX050-1351-3763

無資格の介護職

生活全般のお世話 初心者の方も多数
時/8：00～17：00 ゆくゆく夜勤歓迎
休/月9日 週3～5日出勤 賞与年2
給与/15万円～各種手当 パ/時給900円
※資格者優遇 勤/菊陽もあります

パ …パート

①《相談支援従事者初任者研修修了者》

TKUヒューマン

担当：藤本

☎090-7167-9774

料老人ホームです︒

広告の
お申込み

正 パ

エフ・ツー

委 …委託業務

正 契

12

「ホスピタルメント」が選ばれる理由

障がい者就労・支援 ①相談支援専門員 ②相談員

契 …契約社員

ア …アルバイト

あるのも入居者さんの笑

正 …正社員

次回掲載は
7月18日号です

※感染症対策を第一に
活動が行われています

フラワーアレンジメントサークル

し︑ 体 調 が 急 変 し た 時︑ し︑食事内容を改善しま

介護リーダー
宮田さん（歴8年）

ホスピタルメント
さくら西館

今回見学した熊本市内

御幸小

●

顔の秘訣︒施設全体が活

●こばと保育園

桜十字病院

す︒病院が母体で︑かつ

●桜十字
●ホスピタルメントさくら東館

今日の作品はお部屋
の飾りに。毎日ちがう
催しがあり、お友だち
もできるのでいつも
楽しみなんです！

ドクターが駆けつけてく

入居者様の暮らし
や施設・スタッフ
の様子をリアルに
ご体感頂けます！

の﹁ホスピタルメントさ

ホスピタルメント

和気あいあい

動的で︑元気になる理由

浜線バイパス

●マックスバリュ
182

●洋服の青山

東バイパス

入居者さん

至近見

御幸笛田1丁目交差点

「デイケアがない日は、
サークル活動を楽しんでます」

全国規模の組織力がある

・ホスピタルメントさくら東館
（南区御幸笛田7-15-3）
・ホスピタルメントさくら西館
（南区御幸木部1-1-1）

↑見学予約や
資料請求もOK

れる立地の安心感もポイ

ホスピタルメント桜十字
（南区御幸笛田7-13-21）

【住宅型有料老人ホーム】

くら西館﹂は︑桜十字病

【介護付有料老人ホーム】

₁さくら西館は桜十字病院に
「直結」！
₂西館プラスはデザイナーズ仕様
₃西館の介護スタッフは約40人。入居者
さんに信頼されている様子が伝わります

もうなずけます︒

10120・206・233

予約
問合せ 受付時間／ 9:00 〜 17:00 ※感染症対策実施中

からこその細やかなケア

ホスピタルメント全棟
（桜十字・さくら東館・さくら西館）

です︒そのうえ︑日々習

7月11日
（土）10:00 ～16:00

₃

ント︒毎月管理栄養士が

₂

体重の変化もチェック

₁

院に〝直結〟の近さ！ 一

予約制・完全個別相談会

検索←
歩も外に出ず外来を受診

将来を見据えて
今から情報収集を

そこに住む本人の幸せ

のためにも︑介護度や病

状などが深刻化する前に

日︵土︶の完全個

いろんな施設を見て検討

７月
11

しておくのが大切です︒

別相談会では︑ホスピタ

ルメント全棟の資料比較

や施設見学を実施︒熊本

市内で施設を探したい人

は︑ぜひ申込みを！

〈感染症予防に協力を〉
マスク着用・手指消毒
に協力ください／検温
で37 ℃ を 超 え る 場 合
は入館できません／当
日体調不良の場合は日
程を後日に調整します

ホスピタルメント 熊本

熊本空港カントリークラブ
菊池郡菊陽町曲手 838

☎096-232-0123 担当：今村
左記以外に年間雇用もあり。
お気軽にお尋ねください

熊本市教育委員会事務局
青少年教育課
中央区手取本町1-1 駐輪場6F

☎096-328-2277
担当：詫間（たくま）

パート

電話案内

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

