
2020年9月5日　土曜日　＜16＞

広告のお申し込み

委 …委託業務 パ …パート正 …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
次回掲載は

9月19日号です

損害保険加入につき安心して働けます
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

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

中央区新大江 1-26-27
10120-897-153 担当：大石

家事代行サービス　2期生スタッフ大募集
未経験OK！　主婦歓迎！！
7月に開業したばかりです
お気軽にお電話ください！！

CLEAN LIGHT

パート

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

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

在宅ワーク　内職委託

時給900円～ 経験不問 定年後も歓迎
時間/9:00～15:00 重労働なく3h～応相談
休み/土日・祝ほかGW・夏季年末年始
普段の延長で階段・通路の清掃です

ちょっと収入をプラスしたい方!　

株式会社 宇城クリーン
東区榎町15-34（東稜高そば）

☎080-4279-1758 担当：川本

平日　共用部の清掃パ

①城東町/グランガーデン熊本 上通り隣接
ⓐ8:00～11:00 ⓑ13:00～16:00 ⓒ8:00～17:00
時給/ⓐ850円　ⓑ820円　ⓒ810円

②上水前寺/九電熊本支店 東バイパス沿い
ⓓ7:15～16:15　7.5h　時給/810円

①②休み/月6日応相談  ※希望休優先します
●男女不問　●中高年シニア歓迎活躍中
モップ掛けが基本の日常清掃です《経験不問》

中央区城東町4-7（グランガーデン熊本ビル内）

☎096-323-6810
担当：マエダ・フクドメ  受付/平日9:00～17:00

中央区　清掃　①高齢者施設　②企業内
九電グループで健康志向に!!
かけもち可　年2回報奨金
交通費/ⓐⓑ2万円  ⓒⓓ3万5000円

九州メンテナンス（株）

契 パ

●休日月6日　●日・祝日に勤務できる方
幅広い世代から中高年の方々が活躍中

・Word・Excel作成 ・会計ソフト入力など
時間／9：00～18：00　8h
給与／18万円　　詳細は面談にて
経理業務経験者　普通自動車免許

中高年の方　ブランクの方もどうぞ
《男女募集》  ご一緒に活躍しませんか

中央区水前寺 4-54-4 
（水前寺4丁目交差点角）

10120-1500-78

経理全般・電話対応
即日、勤務開始できます
税理士さんがサポートします
即戦力のある方を募集

県民住宅協同組合

正社員

年齢／65歳まで　時間／3～4h
時給／①中学生（理数）1教科でも可
　　　　1500円～（少人数）
時給／②小学生・幼児1100円～
詳細は面談　時間は応相談

節（とき）ナーサリー 学伸
中央区京町本丁10-6

☎096-351-2886 担当：大河内

中学・小学・幼児講師パ

契 …契約社員

「安定の収入」「時短でＷワーク」
ⓐ(正)14万7500円+手当1万2000円+賞与
ⓑ(パ) 《午後のみ》 15：15～19：15
　時給／950円+手当　詳細面談
ⓐ時間・休日シフト　ⓑ休日応相談

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

ⓐ調理全般 ⓑ調理補助正 パ

平日/15:00～19:30 土/9:00～15:30
1日3～4h　週20h程度　
研修3カ月時給790円　
経験不問　時給820円～交通費あり

ベストスイミングクラブ
戸島校

東区戸島 7-4-1

☎096-388-6116

フロント業務パート

週3日程度～５シフト選択勤務
●事前見学 ●ブランク ●勤務開始日調整

《賞与や諸手当など》 支給もしっかり!
時間／8：30～翌9：00のシフト交替制
時給／850円～1000円＋諸手当あり
休日なども面談で希望優先いたします

《定員40名》 比較的介護度低い方の介護
「夜勤手当ひと晩で1万8000円支給」

東区秋津 1-1-8 （ジョイフル東野店そば）
☎096-368-5447

賞与年2回あり　夜勤もできる介護士
資格取得支援制度あり
残業なし
有休休暇取得率100％実績

ユートピア熊本
特定施設入居者生活介護

パート

勤務/日赤病院内 時間/8:30～16:30
時給/850円～+別途手当1万5000円
休日/土または日（シフト）
各種保険完備、制服貸与
交通費別途支給

熊本綜合管理（株）
東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

清掃スタッフ急募パ正

①脳活性デイサービススタッフ
②高齢者向けスタッフ
③夜勤専門スタッフ
給与／①（パ）時給1048円～ 有資格者
　　　　（正）20万3000円～
②（パ）時給1278円～ 18:00～翌8:00
　　　時給1048円～ 8:00～18:00

（正）21万9200円～
③（パ）1勤務 1万9196円～
※一律処遇改善加算含む

時間／①8:30～17:30
　　　②7:00～16:00・10:00～19:00
　　　　12:00～21:00・8:30～17:30
　　　③17:00～翌9:00
　　　※（パ）短時間～でもOK

休日／（パ）週1～でもOK
　　　（正）月8～10日　年間114日

待遇/昇給、社割、有給、健康診
断、予防接種、車通勤可、交通費

（正）賞与年2回、社保完
（パ）社保有

学研ココファンにしばる 介護スタッフ募集

☎096-381-7161

㈱学研ココファンにしばる
東区西原 2-7-1

パ正

肥後銀行　営業店業務（窓口、後方事務など）

安定して働ける魅力的な職場。
幅広い年代の女性が活躍中！

パート

≪ 営業店業務 ≫　窓口、後方事務、融資事務
勤務地／自宅から通勤可能な本支店
資格／不問
時給／Ａ未経験者 ・後方950円～ ・窓口970円～
　　　Ｂ経験者     ・後方980円～ ・窓口1000円～
勤務時間／実働6h、9：00～16：00（休憩1h含む）
　　　　　※時間変更も可能。気軽にご相談ください
労働保険／労災保険
勤務日数／原則月間13日
休日／土日祝、年末年始（12/31～1/3）
　　　その他シフトによる
待遇／通勤手当実費支給、有給休暇あり
応募／肥銀オフィスビジネス（株）の
パート求人サイトからご応募下さい

●土日祝は休みなので、
　子育て中の方でも安心して働けます！

求人サイトは
こちら↑

●自宅近くの支店で働ける、制服有
●残業ナシ、有休アリ！ 子育て応援！

「銀行経験者は時給ＵＰ。
これまでの経験が活かせます」

☎096-326-2800 担当：福永
受付/月～金 9:00～17:00（平日のみ）

肥銀オフィスビジネス㈱
ビジネス開発本部
熊本市中央区紺屋町 1-13-5
有料職業紹介事業者 
許可届出番号 43-ユ-300175

連
絡
先

期間限定！ 短期のお仕事
未経験者大歓迎  交通費規定支給  基本土日祝休
勤務場所　A熊本駅前拠点　B大江拠点
①郵便物の仕分けや受付・発送準備など 時給／1000円

B_1…9/16～10/27　B_2…9/16～11/6　B_3…10/1～11/19
B_4…9/22～10/18（土日祝のみ9日間）

②データ入力 A10/21～11/30 B10/26～11/30 時給／1050円
③データ入力（短時間） A10/20～11/29　時給／900円
④書類点検 B10月中旬～11月下旬　　 時給／1000～1100円
⑤電話照会 B10/22～11/29　　　　　 時給／1300円
時間／①9：30～17：30　②④⑤9：00～18：00　③10：00～14：00
休日／基本土日祝　※B_1、2は一部期間土日祝日含めたシフト制
待遇／労災、雇用保険　資格／未経験者大歓迎

中央区大江 3-1-66

10120-773-505

両拠点で長期業務も募集中！
交通費、社保完備、駐輪場あり
コロナ対策実施中！
お気軽にお問合せください

郵便物仕分・入力・書類点検・電話照会等

二次元バーコード
からも応募可能です→
九州BPOセンター 検索

期間選択可！

9月～最大11月までの期間限定

契

受付/9：00～18：00（平日）

短
期
ス
タ
ッ
フ

《院内完備》 放課後学童保育
スペース完備　安心して働ける
育児との両立もできる
●年間休日108日　●残業なし
…年3.2カ月賞与や他諸手当が充実…
●受付・医療事務● 慣れるまで付添います

月火水金/8:30～18:00  遅出あり
木土/～12:30まで （半日）　
給/無資格14万円　資格者19万円

●経験の浅い方も安心の体制●
《病院ケアマネ》月～金8:30～17:30 土～12:30
給/20万5000～25万5000円+手当
●デイケア及び病棟● 《介護士》
日勤・夜勤応相談　8:30～翌8:30
給/無資格15万円　介護福祉士17万5000円
時給/880円～
医療法人の総合運営で経験・技術を修得

北区　①眼科事務　②ケアマネ　③介護士

☎096-245-1115 担当：原

北区四方寄町1281-3
（バス停より徒歩1分）

正 パ

求人詳細はこちら▶

人が輝く地域社会を目指して、
医療と介護サービスを

ご提供いたします。

入職祝金10万円（半年後）
サービス拡大の為増員中
医療と介護の連携が魅力

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

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

障害者施設 支援員正 契

①《相談支援従事者初任者研修修了者》
②地域生活定着支援センター相談員

《介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士》
有資格者　無資格者も歓迎

給/大卒17万4400円～ 短大・専門卒15万7800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」
南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：熊谷

障がい者就労・支援  ①相談支援専門員  ②相談員
勤/①春日1丁目 ②中央警察署そば
賞与年2・各種手当《事前見学可》
労災・雇用・健康保険・厚生年金

済生会熊本福祉センター

正 契

《入社お祝い金支給》 提携保育園完備
①常勤療養型98床　4週6休＋祝日
経験不問 給与／17万700円～+通勤手当
時間／7：30～19：20内7.5h　シフト

②《日勤のみ》 早出・遅出と日祝勤務　
経験不問　給与／15万5400円～
時間／7：00～19：45内8h　シフト

福利や待遇充実　中高年も歓迎です

北区楠 6-6-60（ドコモ楠まえ）
☎096-338-7117

（熊本博愛病院）

北区  ①病院内 「栄養士」  ②老健施設 「介護職」正

①楠/熊本博愛病院 年間休日98日
②無資格OK　未経験
楡木／ぎんなんの里 年間休日118日

医療法人社団 上野会

洗浄および清掃業務を募集します
30代～60代が活躍中です
経験の有無は問いません
勤務／中央区本荘　月～金の平日のみ
　　　勤務日は応相談（社保の変動有）
時間／9：00～16：00　規定交通費あり
※電話後履歴書郵送、後日面談
社保完備　賞与あり　時給／850円～

〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1
☎0942-50-6755 担当：大塚

医療研究施設内　洗浄・清掃
清掃・消毒された施設です
業務中はマスク着用で安心
資格・経験事前知識不要です

九動株式会社

パート

仕込み・盛付・洗浄など
時間/9：00～14：00内3～5h程度
土日・祝できる方歓迎　週1日～
Wワークで働く方にもお勧め
時給/790円 経験不問 シニアも活躍中

峰寿司　本店
東区昭和町 8-22　受付／9：30～17：00

☎096-367-7777 担当：ミヤザキ

調理補助パート

熊本市内の売場（応相談）
時給/860円（土日祝100円UP）+交通費
①9:40～15:00 ②13:30～18:50 週4程度
早遅シフト制お気軽にお電話下さい

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681
受付/平日17:00まで

宝くじ販売 各売場パ

シフト又は週2～、1日3h～在籍者5h多数
調理、盛付け、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

時間／①6:00～10:00　②16:30～21:00
時給／830円～+規定交通費 ※昇給あり
●食事付 ●車通勤可 ●休/日祝ほか学校休
働き方はお気軽にご相談ください

西区池田 4-18-3（崇城大駅徒歩3分）
☎096-323-7577

春夏冬休みあり　大学生寮での食事づくり
うれしい　賞与もあり
和気あいあいで　楽しく
専従やWワークなどもOK

(株)アメニティ
ホールディングス

パート

地域の住民に喜ばれる医療を目指しています
地域包括ケア病棟26床

《准看護師》年齢不問 お休みはたっぷり!!
時間／16：30～翌朝9：00　18～20日/月
時間／11：30～20：30　1回程度/月
給与／26万円～30万円

●病棟看護と夜勤の外来対応 
●迅速に臨機応変に対応できる方歓迎

東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

夜勤専従の常勤　看護職
キャリアを積みたい方
高齢者に優しく対応できる方
年間休日127日と多めです

本庄内科病院

正社員

月～金で常勤　土日・祝お休み
復職、転職、ブランクがある方も
専門性を活かしませんか
●バイタルチェック  ●服薬確認  ●フロアー業務
在宅生活のサポートが主です
勤務/東区　①下南部　②下江津
日数や時間応相談　平均4h多数
時間/8:30～17:30　時給/900円～950円

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）
☎096-388-2721 （採用担当）

復職支援あり  小規模デイサービスの看護師
一般的介護業務はありません
面談はオンラインでも
行なっています　お気軽に!!

ふきのとう

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
介護しながらも働けます！
Wワーク・週1日～・車免許必須

さくら学院 南熊本・国府
NPO法人 子どもセンター 健軍

正 パ

◆◆◆資格や年齢は一切問いません◆◆◆
地元の総合病院を考えているあなた
①共済関連事務・物品管理・統計及び資料作成
②患者さんの身の回りのお世話が主です

// 社会に役立つ仕事がしたい　医療現場で働いてみたい //
●1日6hまたは7hの週32h勤務　●4週8休
◆事務助手　「PC基本操作必須」
　時間／月～金　8：30～17：15　　　　 時給／900円
◆看護助手　「看護師さんのサポート」
　時間／7：30～19：30内6～7hの組合せ　時給／910円
①②福利厚生充実／規定内通勤手当・社保完・有給休暇
　　　　　　　　　車通勤可   距離要件（通勤距離片道10㎞以上）
～働くお声～　20代～60代と幅広く在籍
経験豊富なスタッフさんと連携を取り
無資格未経験から始めて、補助業務を行っています
挑戦してみて良かったと思います

中央区二の丸 1-5

☎096-353-6501
内線5621 阿南 事務部管理棟

街中の利便性を併せ持つ立地
勤務開始は柔軟に対応致します
私たちとご一緒に働きましょう!

《9月新着中央区》 ①事務助手2名 ②看護助手5名パ

国立病院機構
熊本医療センター

独立行政法人

詳細はこちら→


