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役立つ、助か る、楽 し い

あなたのための得情報

リビ ング 求人情報

申込方法などは検索を!

リビング熊本

検索

ゴ ミ 処 理 ・ 掃 除

買 取 り

引 越 し

処分したい車高価買い取り！どんな
車もOK!(廃車手続き･レッカー無料)
オートセラー ☎096‑389‑6603

ゴミ処理＆引越（赤帽）の事なら！
早い・安い1０１２０-９６９-５３８
大量のゴミOK｢KK環境サービス｣

引越･片付け･清掃･不用品･ゴミ処分
家具移動・エアコン・全国チェーン
ベンリー熊本健軍店10120‑85‑5439

ア …アルバイト

地 …勤務地

時 …勤務時間

シルバー世代、
子育てママさん歓迎！
勤務地■中央区中心 資格■介護職員初任者研
修修了者以上 事業所内託児施設利用可
（無料）

医療法人 起生会 ヘルパーステーション なでしこ
☎096-343-7450（吉田）

給 …給与

中央区北千反畑2-5

一般事務スタッフ

パート

時 9：00～16：45の間で応相談 ※休憩60分

※時間・曜日・日数等お気軽にご相談ください

給 時給1000円～1200円+諸手当

第０８R−２８号

第RH ０４−０１号

買 取 り

ピアノ即高価現金買取！
古くても45年位前までOK。見積無料
九州ピアノ 10120‑677‑250

掲載のお申込み受付中!
求人広告

16,500円（税込）～

〔基本枠：H34ｍｍ×W48ｍｍ〕

営業広告

16,500円（税込）～

〔基本枠：48文字（タイトル含む）
+写真〕

※締切は掲載号前々週の金曜17時です
（金曜が祝日の場合は、掲載週の前々週の木曜日）。
※内容によっては掲載できないものもあります。

掲載料金はホームページへ 熊本リビング新聞社 ☎0 9 6 - 3 59 - 3 311

リビング熊本

検索

コミュニケーション力アップに！ 書く・話す・伝えるスキルを磨こう

学びの秋。
「ペン字」
「会話術＆読み聞かせ」
リビングカルチャーセンターはません校
平日夜で仕事帰りにも通

担当︒人前で話すのが苦

ーとして活躍中の講師が

ナリティー︑アナウンサ

月スタートの新講座︒入会金半額！

いやすいのが魅力︒基本

手︑朗読や読み聞かせに

気 候 が 穏 や か な 秋 は︑ 状がステキな美文字で送

の楷書から行書︑草書の

興味がある⁝そんな人に

﹁会話術＆読み語り﹂

書体もじっくり指導︒お

お勧めです︒自分の意見

れますよ︒

手本に添ってマイペース

をきちんと伝える技とコ

新しいことにチャレンジ

に文字を書き進めるの

ツを伝授します︒

﹁現代ペン字・夜﹂は︑ は︑現役のラジオパーソ

で︑どんなレベルの人で

するのにもぴったり︒

も安心です︒来年の年賀

リビングカルチャーセンター
はません校
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＊感染症対策

☎０９６
（３７０）
１１１２ ・入口に自動検温器を設置
・スタッフ全員、検温チェッ
クと手指の消毒を実施
住所/南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません 本館2階 ・教室の机、イス、マットな
どは、使用後、毎回消毒を
受付/10:00 〜 19:30
行っています
※日曜〜16:30、
・常時換気を実施 など
祝日は通常営業 ※税込

ボールペン・筆ペン

「現代ペン字・夜」
• 日時／ 10 月 4 日開講
第①②③月曜 19:00 〜20:45
• 月額／ 4820 円
• 講師／萱野一巳
日本現代ペン書道学会講師

【講義内容】・ひらがな単体・連面体、漢字、行書を指導
・行書とかなの連面体、住所・氏名・手紙文・慶弔など
・講師のお手本やテキストに沿って 1 人ずつ添削
〜伝わる話し方を学ぼう！〜

熊本市

【講義内容】・発声練習 ・姿勢、腹式呼吸、顔の表情
・アナウンスの基本 ・会話力、表現力 ・朗読技法
・会話＆朗読の実践 ・コミュニケーション術…など
＊9月末までの入会で、入会金半額（1650円）

月～金5日勤務

有給休暇あり

株式会社マルホ 西区八島町1005（田崎市場近く）
☎096-355-6351 担当：タカムレ

内容■電話対応、書類作成等事務処理
資格■エクセル等パソコンが使える方
待遇■通勤手当有（距離により）
応募■履歴書を郵送して下さい

鈴木電設株式会社

〒861-4211 南区城南町今吉野1295

☎0964-53-9846

担当：鈴木

●診療時間 午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 昼＝午前10時～午後4時
夜＝午後6時～午後11時

★発熱等の症状がある場合、受診する前に必ず医療機関に
電話相談して下さい。★都合により医療機関変更の場合が
あります。電話で確認の上、お出かけ下さい。受診の場合は
情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会
★最新情報は、熊本市ＨＰの
「休日当番医」
で確認できます。 保険証を持参して下さい。ない場合は自費診療となります。

眼

耳鼻咽喉

産･婦

小

桂木まやの「会話術＆読み語り」
• 日時／ 10 月 13 日開講
第②④水曜 13:30 〜15:00
• 月額／ 3520 円
• 講師／桂木まや
フリーアナウンサー
伝わる話し方をマスター！

時 ①9：00～15：00 ②9：00～16：00

30代の女性が多く活躍しています

内容■電話対応やデータ入力事務処理、書類
整理などの事務業務をお願いします
簡単なPC操作ができればOK
未経験の方でも安心して働けます
休日■基本土日祝休、年末年始、盆休み有
有給休暇 ※休日応相談
資格■学歴・経験・知識・技能・資格不問
正社員登用制度有
待遇■社保完、交通費、慶弔休暇、車通勤可、
制服貸与、昇給有、賞与有、
インフルエンザ予防接種、
ふれあう共済
応募■お気軽にお電話ください

9月12日［日］

事務員

地 南区城南町今吉野1295

給 時給900円

女性スタッフ活躍中
事務 経 験のある方優 遇！

休日在宅医

（シフト制ではありません）直行直帰可
身体介護1525円～1700円

パ …パート

パ ア

訪問介護員（非常勤）

時 8：30～17：30の間で好きな時間
給 生活援助1225円～1380円

【求人の表記】

※広告内の価格表記は税込みです。

ア パ

内･消内
･呼内

消･麻

内･消内
･呼内

よねざわ眼科
兎谷1丁目

☎（343）0880

熊本未来クリニック
清水新地3丁目

☎（386）3386

髙橋レディースクリニック
清水新地2丁目

☎（348）7575

みらい小児科クリニック
新大江1丁目

☎（361）3939

田中内科クリニック
戸島西3丁目

☎（388）1122

林田クリニック
萩原町

内･小

泌･内

整

内･外

よもぎクリニック
四方寄町

☎（275）6088

おおゆみクリニック
楡木2丁目

☎（339）3066

宇土泌尿器科内科クリニック
砂原町

☎（227）0788

せんだメディカルクリニック
島崎1丁目

☎（356）8223

大塚病院
植木町豊田

☎（272）0159

歯

長嶺まえだ歯科クリニック

歯

えふく歯科医院

☎（379）7755

（昼間のみ）

☎（357）9115

（夜間のみ）

川尻尾﨑内科
川尻5丁目

内

戸島西3丁目

城山半田1丁目

☎（331）6480

☎（329）5522

