2020年9月19日

土曜日

＜6＞

「お墓の費用や維持、墓じまい、継承者不在でお困りではありませんか？」

南阿蘇の「樹木葬」。永代供養墓14万円〜
公園型樹木葬墓地

未来樹の丘

未来樹の丘

検索←

パート

①病院清掃

①江南病院 日常清掃 中央区渡鹿
時間／7：00～12：00
時給／850円 交通費他 ※モップ掛けが基本
②日常清掃 西区熊本駅 徒歩5分
時間／（月木）7：00～12：00
（火水金）9：00～15：00
休日／土日祝 時給／790円+交通費

北区植木町 140-5（北区役所より車1分）

// 社会に役立つ仕事がしたい
医療現場で働いてみたい //

☎096-273-1880

株式会社 千代田
菊池郡大津町室 1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入

10月～最大11月までの期間限定

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

10120-773-505

受付/9：00～18：00（平日）

パート

呉服店スタッフ募集！ 経験不問

「着物が好き」
「着物に興味がある」
そんな方、
大募集！
！
専門知識は必要ありません。
着付けも出来るようになりますよ！

時給／850円 昇給、賞与
その他手当規定支給有り
待遇／社会保険完備、制服貸与
交通費支給（当社規定）
まずはお気軽にお電話下さい。
白水は今年で8周年
福岡県を中心に16店舗展開中

《土日・祝ほか休み》
うれしい賞与・有休
《男女不問》
どんなことでもまずはご相談下さい

私たちとご一緒に
長く無理なく働きましょう !
勤務開始は柔軟に対応致します
独立行政法人

国立病院機構
熊本医療センター

二次元バーコード
からも応募可能です→
九州BPOセンター

月給／①17万5000円～

1人でも多くのお客様へ
着物を楽しんで
もらえるように
毎日がんばっています

地域包括ケア病棟看護職 《夜勤専従》
高齢者に優しく対応できる方
年間休日127日と多めで
一定の生活リズムが保てます

給与／26万円～30万円＋賞与あり
《准・正看護師》「キャリアが積めます」
時間／16：30～翌朝9：00 18～20日/月
時間／11：30～20：30 1回程度/月

本庄内科病院

《医療事務》 1日7hのパート
時間/8:30～17:30 9:00～18:00 交替制
時給/900円～1000円
《デイケア及び病棟》 日勤・夜勤応相談
給/無資格15万円 介護福祉士17万5000円
時間/8:30～翌8:30 時給/880円～

シフト制の為、休みは不定休
土日祝日・夜勤務が可能な方に限ります
初心者・パソコンが苦手でもOK

①正看・准看

②医療事務

《時短～フル》 《週4日～》
無理なく時間設定ができます
子育て中の方や中高年も男女ともに
落ち着いて対応ができる環境です
時間／①～④から希望の時間を選択し
応募時に教えて下さい
①9：00～19：00 ②15：00～19：00
③9：00～13：00 ④12：00～19：00
上記以外も応相談 まずはお電話下さい！

時間／平日8：30～18：30
水曜～12：30 土曜～15：00

時給／1000円～1250円
「研修後、マニュアルに沿っての
説明が基本です」※入社日はご相談

休日／有給休暇、お盆・年末年始休暇
隔週週休2日

白水 はません店

●昇給、賞与年2回あり ●各種手当
●マイカー勤務OK、無料駐車場あり

南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません2F

スタッフも患者さんも安心できるよう
感染対策に力をいれています。

☎096-382-8700 担当：高村

中央区八王寺町30-1-7F
（1Ｆが浜線BP熊本銀行）

☎080-9569-0180

担当：山口 受付/平日9:00～18:00

パート

フロント業務

６カ月後 「入職祝い金支給」
正社員10万円 パート実績により
支給いたします
医療法人社団 原武会

ベストスイミングクラブ
戸島校

北部病院

やりがいたっぷりな仕事
自分の成長ができる仕事
忙しくて一日があっという間

十字屋Culture㈱
上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
イオンモール熊本2F

パート

家事代行サービス

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

東区保田窪 5-10-26

前職販売、
飲食店、
事務多数
「福利厚生が整っています」
●社割 ●賞与 ●インセンティブ有
質問は気軽に
「電話面談」
で

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

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

資格者・経験者優遇！
・医療業界に興味のある方
・スキルを活かしたい方、
など
ぜひ、
ご応募ください！

人と話すことが好き
安定して楽しく働きたい方

●希望シフト ●産休育休 ●扶養内 ●社保完
●車通勤可/駐車場無料 ●規定内交通費

損害保険加入につき安心して働けます

②14万円～

待遇／昇給あり、賞与年2回、通勤手当
職務手当、皆勤手当、社保完備
退職金制度あり、マイカー通勤可

ノルマなし! 受信のみ!
専門知識一切不要

●初めての方でも安心して働けます
●これまでの経験も十分に生かせます

カルチャーセンター教室運営業務全般

時給／820円～ 18：00以降は920円
●ハーフ：週3～4日程度勤務
●フル：1日7～7.5h 週休2日

☎096-368-2811

お客さまからの問合せや注文に
電話でお応えするインバウンド（受信）

正社員に賞与3.2カ月 ■年間休日108日 北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）
充実の待遇、車通勤可《施設見学できます》
☎096-245-1115 担当：原

ア パ

東区新外3-9-1（新外交差点そば）

大手化粧品・健康食品・食品通販の受信業務

パート

学童保育スペース完備 ①医療事務 ②介護

勤務時間につきましては、相談可

☎096-214-8031 担当：山本

正社員

FAX096-312-3153

待遇／制服貸与・交通費支給（規定あり）
☎096-235-7522 担当：桐原（野口）
社員登用あり・希望休相談あり

検索

正社員

正 パ

内容：①一般看護業務
診療介助、
滅菌業務、
検査
②受付、
会計、
レセプト

時間／9：30～21：00
実働7hのシフト勤務
休日／週休2日
時間、休日は相談に応じます

①事務助手 ②看護助手

《待遇・福利厚生・手当充実》
《男女不問》 中央区二の丸1-5 求人詳細→
規定内通勤手当・社保完・有給休暇・厚生年金
☎096-353-6501
車通勤可 距離要件（通勤距離片道10㎞以上） 内線5621 阿南 事務部管理棟

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

中央区大江 3-1-66

病院内給食調理

◆看護助手 「看護師さんのサポート」
時給／910円 休／4週8休
時間／7:30～19:30内6～7hの組合せ

郵便物仕分・入力・書類点検・電話照会等

①郵便物の仕分けや受付など A10/22～11/10
時給／950円
②データ入力 A10/21～11/30 B 10/26～11/30 時給／1050円
③データ入力（短時間） A 10/20～11/29 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または11/9～11/30 時給／1300円
…………………………………………………………………………
時間／①②④⑤9：00～18：00 ③10：00～14：00
勤務地／A熊本駅前センター：西区春日 1-12-10
B九州BPOセンター：中央区大江 3-1-66
休日／基本土日祝
待遇／労災、雇用保険
資格／未経験者大歓迎

FAX050-1351-3763

《年齢不問》
《お休みはたっぷり》
●26床の病棟看護と夜勤の外来対応
上益城郡嘉島町北甘木2085（クレアより車5分） ●迅速に臨機応変に対応できる方歓迎
地域の住民に喜ばれる医療を目指しています
☎096-237-1551

―― 1日6hまたは7hの週32h勤務 ――

①バス停0分 無理なく働ける
②市電もバスも交通利便
働き方のご要望お聞きします

☎090-7167-9774 ☎096-359-3412

正：年間休日105日 12万8000円+手当
①6:00～15:00 ②10:00～19:00 シフト
※調理・盛付・配膳・洗浄
パ：1日4.5h/7:30～12:00 時給800円
※準備～盛付洗浄 献立作成なし

◆事務助手 「PC基本操作必須」
時給／900円 休／土日・祝ほか
時間／月～金 8:30～17:15

短期スタッフ

契

パート《9月新着中央区》

スロット専門店

②分譲マンション管理人

定年後の再就職も歓迎します

☎096-337-2700

担当：森本

パ ア

東区戸島 7-4-1

☎096-388-6116
パート

調理補助

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
東区昭和町 8-22

本店

受付／9：30～17：00

☎096-367-7777 担当：ミヤザキ

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
中央区新大江 1-26-27

10120-897-153 担当：大石

カーテンの取付・家具の搬入の補助作業

●店舗で販売したカーテン・家具などの施行
●施工搬入の補助作業
時間／9：00～18：00 5～6h程度
月～土曜日
（うち週3～4日）
給与／時給900円
交通費／当社規定による
（上限あり）
資格・経験／不問
年齢／不問
詳細についてはお気軽に問合せ下さい

未経験でも安心のサポート体制
大学生大歓迎

株式会社 ニック
中央区水前寺公園 28-23

☎096-384-2002
担当：松下・杉山

ヒカリミライ セラムフェア

※簡単な拭き掃き清掃あり ※冷暖房完備

TKUヒューマン

担当：藤本

西村病院

◆資格や年齢は一切問いません◆
地元の総合病院での補助業務
①共済関連事務・物品管理・統計・資料作成
②患者さんの身の回りのお世話が主です

スイカドーム 植木店

エフ・ツー

本館８階 ヒカリミライ／綾花
︵ちふれ︶

給与/日給月給制 安定した収入 ※面談にて
《ノルマなし》丁寧に指導致します 車通勤可

正 パ

「ヒカリミライ セラム」
①リンクルセラム ②ホワイトセラム
③ストレッチセラム 各9900円
（税込）

鶴屋

北区楡木 1-3-70（熊本北高そば）

時間/①9：00～17：30 ②17：00～23：30
詳細は面談にて 早出遅出の交替制

化粧水と乳液の２ステ

中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

窓口でのお顔は見えません
「経験不問」
「単純作業です」
会話はあまり必要としません

ップでマルチケアできる

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）

扶養の方も可 健康に自信がある方
30～65歳位まで活躍中《未経験可》
持参のカードを座って交換する仕事

次回掲載は
10月3日号です

老健施設の介護職

ぎんなんの里

景品交換窓口業務

に︑気になる部分へさら

ア …アルバイト

龍田病院

月20日以上働ける方歓迎

〝ヒカリミライ〟シリーズ

パ …パート

ぐるんぱ保育園

契

にアプローチするスペシ

契 …契約社員

無資格可 経験不問 年間休日118日
時間／7：00～19：45内8hのシフト
日勤のみ夜勤なし ※シフトは応相談
給与／15万5400円～+賞与ほか
資格者は優遇いたします

☎096-343-5819 担当：下田

右図美容液①小ジワ対

正 …正社員

正社員

ャルケアセラムが誕生︒

ⓐ調理全般 ⓑ調理補助

策︑②Ｗ美白成分×抗炎

阿蘇郡南阿蘇村河陰2909-2 経営主体／
（宗）宝来宝来神社

「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

☎096-288-6937

【ちふれ化粧品にて3000円
以上購入の50人限定】
ヘアブラシをプレゼント！

☎ 0967
（65）
8454 開園・電話／8:30〜日没まで

正 パ

③

場所：本館8階
ヒカリミライ／綾花（ちふれ）

広 告の
お申込み

保育士

症 成 分 配 合 の 美 白 対 策︑

朝夕専任

時給／1000円 受入、お迎え補助
午前、午後、休みはお伝えください
①7：00～10：00 ②15：30～18：30
年齢問いません 保育士ブランク可
19名小規模 楽器苦手構いません

③保湿・ハリ対策の３種︒

●現地見学会・オンライン見学 ●夫婦プラン
●終活セミナー ●海洋散骨 ●生前契約
●ペットと一緒 …などホームページも確認を⇒

パート

①

②

9月16日（水）
～22日（祝・火）
「ヒカリミライ」セラムフェア

永代供養料（非課税）
・管理費・税を含み、追加費用は不要です

左／フルカラーで墓標のデザインもできます
右／墓地からは阿蘇山を望む絶景が広がります

30

分︶

1区画50㎝×50㎝

⇒14万円

10

時〜午後７

通常15万円

⇒23万円

営業／ 午 前

【珠はな供養堂（合同葬）】

ヒカ

通常25万円

時
︵金・土＝午後７時

【しだれ桜の樹木葬（個別）】

問合せ／本館８階

は嫌︑ペットと一緒に眠

☎０９６
︵３２７︶
３５６９

りたい︱︱︒想いに寄り

【9月30日（水）まで】秋のお彼岸キャンペーン

リミライ・綾花︵ちふれ︶

阿蘇の絶景を望む︑明

そい︑現代の暮らしに合

分のアクセスです

るい雰囲気の公園型樹木

わせたカタチを提案して

熊本空港から約

葬墓地﹁未来樹の丘﹂︒﹁困

葬︶の場合は︑２体目以

っている方の助けになり

降１体につき２万円︵税

た い ﹂ と い う 想 い か ら︑ くれます︒墓じまい︵改

余計な費用をかけず︑き

ン も 実 施 中 で す︒何 で も

込︶
︒９ 月 は キ ャ ン ペ ー

相談してみてください︒

ちんとした供養にこだわ

家族に迷惑をかけたく

り運営されています︒

ない︑暗くて寂しいお墓

20

