2021年7月10日

花粉症の完治を目指す治療法
「舌下免疫療法」を始めるなら今！
耳鼻咽喉科

将来の妊娠に向けた体づくりは
結婚前、若いうちから準備を

婦 人 科

シニアも応援 増員中!! 食材切込み・食器洗浄など

Wワークも歓迎 お子さんの当日休対応
時間に応じて調理メイン、仕込みメインと
分担されています ◆事前献立あり◆
月16日、1日5h多数 ●月収例6万8000円
《月に8日、15日、20日など さまざま》
時間/6:30～18:30内希望お伝えください

時給850円～ 昇給、賞与もあり
北区の高齢者施設 1日3食 各20食
①グッディそば ②菊南温泉そば
委託給食

有限会社 トマピー
北区高平 2-9-25-205号

☎080-9050-2041 担当：のなか
正社員

水道町電停

鶴

㈱きぼう消材
☎096-297-8007

北部病院

北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

時給/①950円～1200円 ②900円～1200円
日給/③1万6000円（各種手当込）
…………………………………………………………………………
資格/介護職員初任者研修修了以上 ②資格不要 ①②未経験歓迎
待遇/各種保険完備、昇給有、退職金制度有、通勤手当、他資格手当等
●正社員登用制度あり

正

外来看護師さん急募

休日/日・祝日・その他勤務表による
月～金/9:00～18:00 土/9:00～12:00
月給/22～27万円 資格/准看護師以上
待遇/各種保険完備、昇給・賞与あり
ハローワークにも掲載中
医療法人セントラルファイブ

末次内科医院

西区上高橋 2-13-6

☎096-329-4755 担当：末次

不安もあるでしょうが
新たな一歩は電話から…
目指す方、
活躍中の方を応援

●女性同士で相談ができる
●チームワークがメイン
●キレイ好きでマメな性格など

屋

● 損保ジャパン

水道町
交差点

国民生活
●
金融公庫

大甲橋

合志市豊岡 1900-62（御代志駅から車5分）

☎096-245-7393
受付/8:00～18:00

活躍する女性たち→

パ

工場内作業スタッフ

時給/1000円 正社員登用あり
時間/8:00～17:00 希望休取れます
待遇/車通勤可、社保あり
休日/日祝・隔週水曜 応募随時受付中
電話後、履歴書を持参下さい！

正社員の管理職募集！
人間関係の良さが自慢です
きれいな施設でお仕事◎

☎096-357-4163 担当：本多

北区楠 8-18-53

WEBエントリーは
こちら→

☎096-348-8156

担当：大賀・磯村（土日可）

南区護藤町 2205

パ

保育園での調理補助

昼食・おやつ作りの調理業務全般
8:00～17:00 or 8:30～17:30（休憩60分）
時給/950円+通勤手当有
週4～5日勤務、日・祝日休み、シフト対応

◆ 休日◆日・祝・年 末 年 始・G W・夏 季
時間/月～水・金 9:00～18:00 実働7.5h
時間/木・土 9:00～13:00 実働4h
各種保険、交通費、昇給・昇格、車通勤可
さらなるスキルアップを目指せます
給与/25万円～+賞与 経験者優遇致します

派

工場内軽作業

給与／1280円+交通費 資格／不問
休日／週休2日制 勤務地／大津町
時間／6：50～翌7：05の間の7.75時間
シフト制

キャリア・サポート㈱

県民住宅協同組合

10120-1500-78

面談後 即日勤務可能です
ブランクや経験浅い方も歓迎
サポート体制万全 見学随時

つきで整形外科
東区月出 1-3-3（鉄砲塚バス停徒歩2分）

☎096-213-1666

hello@tsukide-seikeigeka.jp

平日

共用部の清掃

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

看護師・看護補助者・託児所保育補助スタッフ募集

①
《正職員》常勤病棟看護師
②
《正職員》常勤病棟看護補助者
③《パート》非常勤病棟看護補助者
④《パート》院内託児所保育補助
【正職員】 賞与:年間4.1倍
給与/①基本給17万円～27万6000円
夜勤4回/月 手当:1万円/回
②基本給14万円～22万円
夜勤4回/月 手当:8000円/回
休日/シフト制、年間休日109日
時間/8:30～17:30等
【パート】 賞与:固定制 休日/応相談
時給/③833～1308円 ④833～1230円
時間/③日数･時間応相談
④8:30～17:30 週3日程度
…………………………………………
資格/②③④無資格も応募可能
②③介護福祉士優遇 ④保育士優遇

正社員

■東区■

＜正職員・パート募集＞
働き方はご希望に合わせて
③勤務日数･時間等応相談
無料駐車場･託児所完備
入職祝金制度あり
社会福祉法人 聖嬰会

イエズスの聖心病院
西区上熊本 2-11-24

☎096-352-7181 担当：岩下

安心して長期雇用の事務員

高齢者に優しく丁寧に接することができ
受付と会計ができればOK！
年齢層はさまざま活躍中です
●受付 ●会計 ●Word・Excel基本操作
無理なく続けられる立ち座りのしごと

合志市豊岡 2000-194

医療業界 資格経験あれば尚可
レセ経験がなくても覚えられます

☎096-247-2230 副園長：太田

事務・電話対応

中央区水前寺 4-54-4（水前寺4丁目交差点角）

パ

社会福祉法人翌桧会

はあもにい保育園

パート

土日祝勤務 パソコン操作できる方
男女問わず活躍できる職場です
時間/10:00～17:00内希望優先
時給/850円 勤務/週3日～応相談
子育て中、中高年の方も歓迎です

正【東区】
外来・診療放射線技師の資格を活かしませんか
患者さんに優しく接して頂ける方で
単純X線検査・骨密度測定器の操作など

正 パ

㈱キタムラフーズ 本社

住宅型有料老人ホーム

☎080-7675-1686 担当：ふじしま

労働者派遣事業
（派43-300243）

お話だけでもお気軽に！！

ハイコムライフ武蔵ヶ丘Ⅰ.Ⅱ

CONA（コナ）熊本店
中央区新市街9-4 熊本第一ファームビル
(ベスト電器そば)

菊池郡菊陽町光の森 7-14-2

気になること、全てお応えします

施設見学や仕事説明会
毎日開催！

周囲が優しくお教えします
①資格者1100円～ 経験者1000円～
①②飲食デビュー900円～

☎096-233-3010 担当：塚本

給与/未経験19万円～ 経験者25万円～
時間/8:00～17:00 ※1日実働7h
休/隔週2日他 手当・賞与有 ※資格者優遇

医療法人社団 原武会

◎パートスタッフ ※Wワーク可 ※希望時間や日数等、
ご相談下さい
①【ヘルパー】 時間/7:00～9:00、16:00～18:30の短時間可 週3日～
②【デイサービス】 時間/9:00～16:00 週3日～
③【夜勤専従】
時間/16:00～翌9:00 週1日～可

オープンキッチンでピザメイクや
盛付け、パスタソースの仕込みなど
イタリアンをいろいろ学べます♪

当社には接客業から転職した女性社員が在籍

①デイ20人 ②病床50人
不安の解消に 職場体験できます
配属先選べます 時給1000円～

事業拡大のため、第２期創業メンバー募集！

ワインが好き、イタリアンが好き
ランチに働くフリーター、主婦さん
ご一緒に新店を創っていきませんか

そんな感動と技術の取得を
共に働く仲間として増員いたします

①デイケア ②病棟

◎正社員【管理職】 週休2日シフト制、年間休日107日 賞与有
Ⓐ施設長候補、ヘルパー、
デイサービス等の管理者
月給/25万円～40万円 時間/9:00～20:00内で8h（休憩60分）
Ⓑ入居相談員 月給/19万円～28万円 時間/8:30～17:30（休憩60分）
Ⓒヘルパー（夜勤週1回程度あり） 月給/21万4000円～28万円
時間/7:00～16:00 または 9:30～18:30（休憩60分）
夜勤16:00～翌9:00 ※夜勤専従や勤務時間など働き方相談可！

●ランチの10:00～16:00 ●実働3～4h
平日、土、日、祝と【選べる自由自在】

ビル、商業施設、住宅などの
電気設備工事が主です
完成後の電気がパッとついた
瞬間はヤリキッタ感でひとしお

中央区八王寺 40-6-101
（セブンイレブン八王子店そば）

☎096-245-1115 担当：原

レストラン 接客なし ①調理 ②仕込み

【合志市】女性も活躍できる
「電気工」

社内間もラフで接しやすく
馴染みやすく 気兼ねなく
相談ができる、
そんな会社です

身近にある商品ばかりなので
親しみやすいと思います
業務拡大によりあと1名増員

正 パ 【介護】スタッフ大募集！幅広い年代が活躍中

●経験者の方は給与応相談

︱︱ 具 体 的 に は ど ん な

午前のみ、午後のみ

ことを注意すれば？

時間/7:30～

生活習慣の見直しが︑妊娠力のアップに

ホテル日航熊本 肥後銀行
● びぷれす
●

メルパルク
熊本
P 専用駐車場

白川

70代まで幅広い年齢層が活躍中
研修や資格取得支援も充実し
「働きやすい」
という永年勤続者多数

過度なダイエット

☎096-359-3412

お子さんの都合、Wワークの都合
あなたのリズムでシフト作成

パ【入社祝い金あり】
日勤介護業務

●正社員登用 ●昇給、手当、交通費あり
介護福祉士 ブランクも可 ※無資格OK

岩政

次回掲載は
7月31日号です

担当：森本

完全内勤事務職 伝票整理・簡単入力・電話対応

●無料学童スペース完備●
近いうち、
そろそろ、悩む前に相談下さい

P

３号線

パ

服装自由勤務で時間の融通がききます
販売は一切ありません

どをせずに適正体重をキ

ルを控える・バランスの

☎090-7167-9774

時間／9：00～13：00内の
いずれかの時間でご相談下さい
時給／830円 別途規定内交通費支給
休日／土・日・祝ほか

前︑コンセプション＝受

よい食事を心がける・か

パ 【新市街】

パ …パート

TKUヒューマン

担当：藤本

日用品から衛生用品・什器等を
取り扱う卸売企業です

︱︱ 政 府 の 不 妊 予 防 支

ＷＨＯもこれを推奨して

かりつけの産婦人科医を

広 告の
お申込み

パ

P

※当院横の専用駐車場
（6台）
、
提携駐車場
「パークシティ24ｈ」
をご利用ください
（駐車券は受付までお持ちください）

派 …派遣社員

☎096-343-5819 担当：下田

ープする・禁煙︵受動喫

います︒将来妊娠するこ

作る⁝など多岐に渡りま

至市役所

日曜日・祝日・
木曜午後（手術の為）休診

正 …正社員

中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

胎するという意味で﹁妊

りましたが︑若い世代も

とを前提に考えて︑健康

す︒気になる方は︑国立

パ―クシティ24ｈ
ソフィアレディース
クリニック水道町

熊本市南区田迎4丁目9番地41号
http://www.nakano-clinic.net/

龍田病院

娠する前段階から自分の

不妊と関係が⁝？

を維持し妊娠・出産の正

弦本 日芳

県営駐車場 ●

給食調理

援策の案では︑中高生の

岩政

しい知識を持っておくこ

成育医療研究センターの

午前9時～午後1時／午後3時～6時30分
※土曜日午後の診療は午後2時～4時

正社員

定期健診時にも月経痛な

なるリスクがある子宮内

ＨＰにチェックシートが

院長

休 診 日

4週8休＆午後月6日休 賞与5カ月
常時10名体制 年間休日104日
資格経験不問 ※未経験の方も大歓迎
交通費や福利厚生が充実!!
給与/手当含む15万9500円～ 昇給あり

健康をケアすること﹂で︑ 煙 も 避 け る ︶・ ア ル コ ー

膜症や子宮筋腫などの病

とも大切です︒赤ちゃん

掲載されているので︑参

診療時間

エフ・ツー

どの症状を聞き取るとあ

気を︑若い世代から把握

の臓器はお母さんが妊娠

不妊や卵巣がんに

し︑治療につなげるため

考にしてください︒

︱︱ 赤 ち ゃ ん を 望 む な

に気づく頃にはすでに基

以前にも﹁プレコンセ

娠前からのケアが重要な

ら︑まず生活習慣を見直

礎ができているため︑妊

プションケア﹂について

のです︒

でしょう︒

ご紹介しました︒プレ＝

はい︒月経が普通

すべきなのですね︒

岩政

にあるのになかなか妊娠

しないという方は︑早め

に専門医を受診すること

仁 院長
を お 勧 め し ま す︒ ま た︑

パートナーと共に将来の

妊娠・出産をライフプラ

ンとして考えておくこと

も大切です︒

適応年齢は５歳以

られますか？

中野

るお子さんが増えてきま

上です︒ここ数年で﹁舌

した︒つらいアレルギー

スギ花粉症患者の９割に効果が！

アレルギーを克服された

︱︱ 鼻 水 や 目 の か ゆ み︑ す︒ 老 若 男 女 関 係 な く︑ 下免疫療法﹂を始められ

つらい花粉症を治せる治

生活を送らなくて済むよ

方が多く私自身も効果の

う早く克服されることを

療法があるとか？

はい︒スギ花粉症︑ 高さを実感しています︒

中野

ります︒薬剤費は月に１

︱︱ 服用する薬について

２３０円︵３割負担の場

ダニアレルギーであれ

だったのですが今は錠剤

合 ︶︒ 薬 は 長 期 処 方 が 可

治療費は保険適用とな

のみです︒錠剤は常温保

能なので通院回数も少な

お勧めします︒

です︒１日１回錠剤を舌

存ができ︑持ち運びや旅

くて済みます︒

に教えてください︒

の下で溶かして服用︑最

行に便利︒苦味もなく飲

ば︑唯一完治を目指せる

低３年間は毎日の服用が

みやすいです︒液状タイ

以前は液状タイプ

必要です︒当院は５年前

ソフィアレディースクリニック水道町
生殖医療指導医（不妊治療の専門医）

岩政

＜4＞

幸会

中野 幸治

理事長

治療法が﹁舌下免疫療法﹂ 中野

に﹁舌下免疫療法﹂を始め

スタート時期は？

医療法人

プが苦手で治療を諦めた

通常２〜３カ月ほどで

効 果 が 出 始 め ま す の で︑

今からスタートすれば来

シーズンに充分間に合い

ます︒ただし︑スギ花粉

の飛散が始まったら治療

効 果 が 期 待 で き ま せ ん︒

月末

月には花粉の飛散が始

まるので遅くとも

までには始めましょう︒

11

12

たのですが︑約９割の患

︱︱ 子どもも治療は受け

理事長 中野 幸治先生

者 さ ん に 効 果 が み ら れ︑ 方も再治療が可能です︒

２割が完治されていま

なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

土曜日

子育て中に嬉しい 土午後・日祝休み

8:30～17:30 土曜8:30～13:30
賞与年２回、
年間休日108日
給与15万円～17万5000円

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

info@honjyo-hp.jp

