2020年12月19日

（株）九州トータルハウジング

日～

21

日開催。

28

リビング熊本の「家計

簿クリニック」では、相

答えてくれるのは、各

談者を募集中です。

方面で活躍する高橋伸子

さん。人気生活経済ジャ

エフ・ツー

正 …正社員

委 …委託業務

パ …パート

ア …アルバイト

担当：藤本

週1日～、社用車で慣れるまで1～3件
時/9：00～14：00 15：00～20：00
昼、夜、平日、土日のみでスタート
1日3～5h 希望をお伝えください
時給/900円～ 車通勤可、制服貸与

川野病院

峰寿司 本店

正社員

公共性の高い仕事

パート アルバイト

☎096-343-3023

正社員

①中央区 店舗

給/20万5000円～21万5000円
昇給、安心の研修 《 福利厚生充実 》
時/シフトによる 休み/日・祝ほか
①8:30～17:30 ②7:30～16:30 ③8:30～12:30

※火水金土日の週5日 実働5h
時/ⓒ8:00～13:00 1名 ⓓ13:00～18:00 1名

7：00～22：00の間で4～8h、週3日以上
時間／7：00～9：00、18：00～22：00の
時間帯は時給を100円上乗せします
♦ 正職員も募集中です ♦
●まずは、お気軽にお電話下さい
【HP】https://taito-kunugi.jp

正 パ

訪問介護員

大きなやりがいの在宅介護支援
正/17万円～ シフト週休2日 実働8h
賞与年2回、福利厚生や資格支援あり
登録型パート/時給1350円～ 週1、1h～
お問合せだけでもお気軽にどうぞ

訪問介護事業所

時間/23：00～25：00 休日/シフト制
※週4～5日程度の勤務（応相談）
時給/1100円
待遇/車通勤可、制服貸与、有給休暇あり
応募/お気軽にお電話お待ちしております！

tazu@honjyo-hp.jp

正社員

給食調理全般

長期安定! 4週8休 賞与約5カ月
時間/シフト制 資格不問 詳細面談
福利厚生充実 入社日相談可
難しい調理作業はありません
給与/14万7500円+手当1万2000円

ふきのとう

Eat うなぎの柳川

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

城見櫓（しろみやぐら）
共和観光 株式会社

株式会社 千代田
菊池郡大津町室 1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入
12/22、24、25《会社説明会開催》
※履歴書不要・当日予約OK！
個別見学いつでも対応 詳しくはHP
社会福祉法人 泰斗

くぬぎ荘

合志市野々島 5678-2

☎096-242-9100 担当：魚谷
◆男女問わず活躍中！
◆未経験者も大歓迎♪
◆シルバー世代も活躍中！

株式会社 岩田
福岡県糟屋郡志免町南里 2-20-9

☎092-692-5539
☎080-6459-4216 担当：林

食事券可

Bトッピングのせ

ら～めん陽向（ひなた）
上益城郡嘉島町鯰 1803-2
（HIヒロセ嘉島そば）

☎096-285-4450 担当：山口

……医療行為はありません……
①身辺のお世話や病室環境の整備
②入院時のお迎え ③検査へのご案内
④食事の配膳や物品の配送
週32h以内で時間、日数応相談《休み4週8休》
時間／7:30～19:30内6hまたは7h
例①8:30～17:15 ②9:00～17:30など
看護師の助手として活躍しませんか
「入社日はご相談できます」
やりがいや将来性もある
人気の「看護ケアアシスタント」
30代～50代の男女が活躍中です
うれしい賞与年2回!!
●通勤手当規定内5万5000円迄支給
●制服貸与 ●社保完 ●有給休暇
●厚生年金 など 《 充実の待遇 》

年内入職に向けても
しっかり対応いたします
独立行政法人

国立病院機構
熊本医療センター

中央区二の丸1-5 求人詳細→

☎096-353-6501

内線5621 阿南 事務部管理棟

ホール ①本店・東区 ②三年坂通り支店・中央区

どなたでも経験や学歴、年齢は不問です
無理のない働き方でスタートできます
①勤務/本店 主に配膳をお願いします
時/16：00～19：00(21：00) 時給/850円
②勤務/三年坂通り支店
ご案内、オーダー、配膳をお願いします
昼/10：30～15：00
時給/900円
夜/17：00～22：00
時給/1000円

短時間、夕方～、空き時間の活用
週1～かけもち可 中高年も活躍中

峰寿司 三年坂通り支店

中央区安政町 5-4 CARINO5 1F・B1

☎096-324-4500 担当：ミチニシ

峰寿司 本店

東区昭和町 8-22

☎096-367-7777 担当：ハマグチ

准看護師

魚返外科胃腸科医院
☎096-381-0805

介護に興味があり
やさしく見守れる方
資格や経験に応じ優遇
北区役所より車10分

…就業シフト事例 柔軟に調整できます…
①8:00～17:00 ②9:00 ～18:00
③10:00～19:00 ④16:30～翌9:30、他
「この曜日のこの時間は」など
事前に決められます
給与/17万円～23万円+手当
休日/シフト月平均9.5日
有給休暇/半年後10日
待遇/規定交通費2万円まで、車通勤可
昇給、賞与、年間休日107日 4週8休以上

北杜の郷

グループホーム
でのお仕事

グループホーム 北杜の郷
（ ほ くと の さと）
早番、
日勤、遅番、夜勤は条件を共有し
北区小糸山町 718（松原交差点入る）
働き甲斐を重視いたします
☎096-372-0008 受付/ 望星
定着率98％を目指しています

百貨店の短期で賢く働こう♪
催事スタッフは今年も大人気!!
①全国駅弁当 1100～1200円
②バレンタイン 1200円

相談は手ぶらでOK

年内に決めて
スッキリ年越し!!
お問合せ
こちら↓

パ

ナンキュウスタッフ
中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482（平日）
☎080-5263-0324 担当：大坪

910 円 賞与あり!

急募

東区三郎 2-1-17（東灰塚バス停徒歩30秒）

身体介護の負担が少ない
入居者18名への支援
●入浴、
排泄、
食事等のお世話
●日常生活上の清掃、洗濯など手助け

短期で集中して働くなら“楽しい”をシェアしょう!!
しっかりコロナ対策しながら対応させていただきます

病棟の看護助手（無資格・経験不問）

パート

①月4回宿直できる方 詳細は面談にて
時間/17:30～9:00 休憩あり
宿直1回/7000円 朝・夕食事付
②月に数回 時/9:00～12:00実働3h
時給/1100円 ※①②併用できる方歓迎!!

正社員 《条件が叶う》グループホームでの介護職

私達とご一緒に「短期イベント」
で働きませんか？
働き方をしっかり理解したスタッフが安心・安全にサポート！
！
………… 人気の会場は男女不問 友人知人でお気軽に …………
①「全国駅弁当」 1/27（水）～2/15（月）
②「バレンタイン」 1/30（土）～2/14（日）
時間／9：00～19：30 実働7.5h 交通費も全額支給
時給／①1100円～1200円
②1200円
①1200円で20日稼働収入例 18万円
②1200円で16日稼働収入例 14万4000円

中央区花畑町 1-10

パ ア

※税込、テイクアウト可能

①全国駅弁当20日間 ②バレンタイン16日間

☎096-356-1146 担当：寄能（きのう）
パート

うな重、せいろ蒸し、ひ
つまぶし…バラエティ豊
かなうなぎ料理が愉しめ
☎096
（366）0700
営 業/昼11:00 ～ 14:30、 る
「 柳 川 」で は、年 明 け1
夜17:00～20:30、水曜休
月2日より営業開始！
※12/31・1/1休、
Go
12/30・1/2・1/3は 売 正月料理に飽きたら、
り切れ次第終了のため、 To Eat食 事 券 を 使 っ
事前予約がおすすめです
て、お得に来店を。持ち帰
住所/中央区白山2-11-19
りや出前でも利用可能。

「江戸前うな重」3800円

冬休みの学生さん、就活中・フリーターさん
主婦さんにも 狙い目の百貨店催事

入社時期：2021年3月以降予定
「働き方もご相談下さい」
主婦（夫）、子育て中の方も！

グランドオープンにつき清掃スタッフ大募集！

内容：閉店後の店内のごみ回収や清掃など
勤務地：フェイス新市街（仮称）
（中央区新市街）

☎096-368-2811

●4週8休制 年間休日109日
●賞与3カ月 ●規定交通費 ●車通勤可

未経験歓迎。
40代～50代
も活躍中！

ご要望をお聞きします
①②時給793円 バス停利便良し
交通費、
労災保険、
車通勤可

特別養護老人ホーム

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

ア

介護スタッフ 時給1200円 ※介護福祉士の場合

時給／無資格の経験者 1100円
無資格の未経験者 950円

定年後も再雇用者多数
相談はお気軽にmailでも受付
転職予定の方も対応致します

時給

②来年2月下旬より長期採用 只今建築中
※月木の週2日 実働5h
時/ⓐ7:30～12:30 2名 ⓑ12:30～17:30 1名

7年目の「豚骨ラーメン店」主婦さん活躍中
①10:00～15:00 ②11:00～14:00 ③ほか希望優先
まかない付き 時給/900円～ 週1～でもOK!!

患者さんが安心して自宅に帰れるように
相談にのり支援できる方を求めています

②東区 マンション管理人

①帯山 国体道路沿い 家電店
月に15日程度 9:00～13:00実働4h
※店内床モップとトイレ、駐車場のゴミ拾い

プレミアム付
食事券利用可能

Go To Eat 食事券でお得

時間にこだわる主婦パート
短期学生、
中高年世代も歓迎
年明けスタートも可能です!!

医療・介護・福祉の相談員 ソーシャルワーカー

和食店①ホール ②③キッチン

≪ キッチン部門 ≫ ②調理補助・仕込み ③洗い場・仕込み補助
時給／②1000円～ 研修時900円
③900円～ 研修時850円
時間／②③9：00～23：00の間で実働4～6h
…………………………………………………………………………
待遇／制服貸与、社員登用あり、WワークOK、専用駐輪場、
平日のみ・土日のみOK、深夜手当有
年齢・経験不問！ 扶養内勤務もOK。充実のオープン前研修。
コロナ対策も最新設備で安心の環境です。気軽に問合せを！
…………………………………………………………………………
≪ブライダル専門スタッフ≫※登録制
主に土日の婚礼専門のサービススタッフです。嬉しい高時給
時給／2000円～/1勤務4-5h 登録前研修:最大5回/時給900円

パ ア

《ご安心ください ご家庭優先で働けます》
ゆとりを持って働く時間を伝え下さい

東区下南部 2-15-11（下南部団地そば）

≪ サービス部門 ≫ ①ホール内接客サービス
時給／昼 950円～ 研修時850円
夜 1050円～ 研修時950円
時間／昼 9：00～16：00
夜 17：00～23：00
1日4～5h

パ

未経験でもまったく問題ありません
ランチタイムは お勤めの方や
ファミリー層が多めです

☎096-388-2721（採用担当）

担当：森本・小西

熊本城前の完全予約制の日本料理店
オープニングスタッフ30名大募集！

パート

パ《3名ランチタイム限定》 A接客・配膳

FAX096-312-3153

路線バス運転士《増員》

中央区黒髪 3-7-29

担当：森本

☎096-359-3412

☎096-367-7777 担当：タカミ

熊本電気鉄道株式会社

給与/17万～35万円 賞与、昇給、各種保険
試用期間/時給1000円 ●実働7.5hシフト制

TKUヒューマン

受付10：00～20：00

異業種からの転職者大歓迎 多数活躍中
勤務：合志市辻久保営業所
普通免許があれば応募可能です
《会社説明会》随時開催中
●週休2日制 ●年間休日104日
「大型免許取得費全額当社負担」
「支度金あり」 是非お気軽にご参加ください
営業所や仲間が優しくサポートします
経験は問わず、不安なく教習できます

☎096
（352）5551

営 業/17:00 ～ 24:00
（23:00os）、不定休
(12/31～1/1休)※税別
住所/中央区下通1-3-1
NADELビル1階

採用者には5000円の
商品券をプレゼント！

料理の配達と桶回収

東区昭和町 8-22

上焼肉コース（肉8種等）
1人4500円※注文は2人～

熊本リビング新聞社

時間外業務なし! 泌尿器科勤務不問
時間/9:00～17:00応相談 休/日ほか
例10:00～16:00など曜日に応じて
シフト対応 早出遅出の無い勤務
時給/正看1400円 准看1200円 委細面談

☎096-366-3275 担当：那須

食事券可

くまもと」加盟店

GoTo

芸人たむらけんじ自ら
こだわる焼肉と、通販レ
ビュー4.9を誇る「たむほ
る鍋」の両方が味わえる
自慢の店舗が下通に初出
店。お い し さ は 全 国 区！
12月22日は、オープン記
念でオーナーたむけんの
来店も予定。お楽しみに。

たむけんスペシャルコース
1人5000円（鍋＆焼肉）

家計のお悩み解決！

☎090-7167-9774
パ

中央区大江6-25-1（JR新水前寺駅より徒歩4分）

Eat

焼肉たむら×焼鍋肉たむら熊本下通店

排水位置により別途費用がかかる場合
があります ※イメージ

FAX050-1351-3763

外来の看護師

GoTo 「Go To Eatキャンペーン

全国初！ たむけんの焼肉×焼鍋肉

同社光の森ショールー

ムで歳末在庫一掃セール

月

リクシルのトイレ「ア

が
12

年末年始にむけて注目のお店を紹介。各店のQR
コードから紙面以外のメニューもチェック！

LIXIL「アメージュ Zフチレス」
特別価格5万7000円
（税込）

ーナリストに相談でき

常勤

る、またとないチャンス

広 告の
お申込み

次回掲載は
1月23日号です
パ

です。採用者には５００

教育・住宅・

０円分の全国共通の商品

券を進呈！

老後の事などお気軽に。

☎ ０９６（３５９）３３１１

↑申込みは
QRコードから

メージュＺフチレス」５

※クロスは個別も可、希望者のみ、
税込

万７０００円（リクシル

トイレのクロス（天井・壁・床）を
特価４万2000円で張替

製温水洗浄便座付８万６

読者限定 特典
トイレ成約時「リビングを見た」で
トイレ床クッションフロアを
特価9500円で張替 または

０００円）など、目玉商

品 が ず ら り。 Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ、 商品詳細や価格は来店し
てチェック！

リクシル、パナソニック

のトイレ本体、温水洗浄

便座などのリフォーム住

宅設備品も大特価で販

分～午

30

売。在庫限り、お急ぎを！

営業／午前９時

後６時

※税込

住所／合志市幾久富１７

０１２０・８３・７７８９

５８ノ２６３

1

Gourmet

検索 ←

九州トータル

＜10＞

ゴハンタベニイコウ

トイレリフォームが来店者限定でおトク。数量限定のため、早めの来店を！

衝撃プライス！ 大注目の「歳末在庫一掃セール」

土曜日

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004
（般）43-010089

期間限定 医療事務補助

平日3日間+土曜日3hの週18h勤務
月木金/10:00～16:00 土/9:00～12:00
ご安心下さい、丁寧にお教えいたします
《 資格経験不要 》簡単なPC入力
時給/850円～+交通費 ※来年1月～1年

委

在宅内職 箱組立・封入など

手軽に負担なく1日4、5h程度
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
給与出来高制 ※簡単な流れを説明
別途倉庫内の内職もあります
シール貼り・封繊・袋入れなど

水前寺大腸肛門科医院

アクセラ株式会社

中央区水前寺3-5-11（JR水前寺駅徒歩2分）

北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-381-2241 担当：本多
正 パ

☎096-277-5920

「学童スペース完備」一般事務員

正社員：休/日祝ほか週1日 年間休日108日
給与/14万～19万円+賞与3.2カ月
パ ート：休日や待遇は詳細面談にて
時給/1000円 医療事務資格者
時給/930円経験者 870円未経験者
時間/月～金 8:30～17:30 9:00～18:00
土曜日 8:30～12:30 ほぼ残業なし
経験や能力などをしっかり考慮致します

アルバイト

急募

書類作成やデータ入力など
指導も丁寧に行っています
《正社員10万円入社金支給》
医療法人社団 原武会

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

教習生の送迎ドライバー

中型・大型免許保持者限定
エリア/熊本市内、合志、菊陽、益城、大津、西原
15人乗ワゴン車で安全に指定場所への
送迎ができる方 時給1000円
《物流関連・休職中・退職後の方歓迎》
時間／週4日～選択 就業時間による
12:00～20:00 教習時間により変動あり
運転好きにはピッタリのお仕事です!!

経験不問 年金受給者も歓迎
休/日祝ほか希望優先!
《 短期・長期 》時給1000円

菊陽自動車学校
菊陽町原水1430（さんさん公園そば）

☎096-232-2301

