2021年10月2日

休日在宅医

熊本市

10月3日［日］

完全予約制・個室完備で安心！

●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

二段幕の内会席
︵匠・松︶
５４００円

松︶﹂など︒持帰

﹁御祝用会席

りもＯＫ︒

膳﹂は︑４８６０

☎096-245-1115 担当：原

月末まで仕出

北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

円〜９８２０円︒

北部病院

し・ 会 席 料 理 は

◆時給1300円（大江勤務）電話対応のお仕事も募集中！
◆二次元バーコードのHPは24時間受付中！

医療法人社団 原武会

通 常 価 格 か ら︑

お友達と応募OK♪

パ

調理業務

☎096-288-6591 担当：永田

家庭的な定員19名 【短時間】①お迎えとお世話 ②給食係り

①朝だけ、夕方だけ、朝夕でも可
【月～土】7:00～10:00 15:30～18:30
時短で無理なく… 実働3h～
②週2、3日、曜日は事前に決められます
【月～土】8:30～15:30 実働4h～
ゆっくり園に慣れていきましょう!!
●資格必須 ●復職＆ブランク経験浅い可
都合が合う日時で不安なく勤務できます

①お着替え、遊びの保育サポート
②昼食・おやつ作り
①1000円 ②900円 ①②交通費
熊本市小規模保育事業A型保育園

ぐるんぱ保育園

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）

☎096-288-6937

契約社員 【10～11月入職へ朗報】 日勤のみ看護師
①7:00～16:00 ②8:30～17:30
■正看1400円 ■准看1200円

本庄内科病院
介護医療院 心ほか

再就職や復職など職場復帰を応援します!!
●頑張りが必ず評価される
●さらに経験年数も加算します
●日曜完全オフ+希望日休!!

東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

info@honjyo-hp.jp

お弁当の盛付

パ

清掃スタッフ急募

調理は無いので未経験でもOK！
時給/①870円 ②821円
時間/①6:30～9:00 ②10:00～13:00
①②選択可、両方も可、残業無し
シフト制、毎月休日希望集約制

勤務地/中央区黒髪の学校
時間/①7:30～10:30 ②7:30～11:00
時給/821円～ ※交通費別途支給
休日/土日祝 各種保険完備、制服貸与
未経験者大歓迎、お気軽にお電話下さい

宅配クック123 熊本中央店

熊本綜合管理 株式会社

東区尾ノ上 1-34-7

☎096-387-4880 担当：マルオノ
パート

東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

献立に沿った高齢者向け食事作り

子育て中も中高年も長期勤務歓迎
●無資格 ●年齢不問 ●賞与あり
勤務先多数!! ご希望を優先!!
調理、仕込みと分担されています
《 月に8日、15日、20日など 》
時間/①③6:30～18:30 ②9:00～18:00
■親切丁寧に対応致します
■学校行事、病気など急な調整可能

「リビング熊本」のお届けスタッフ

時給850円～ 交通費、昇給あり
①南区 富合町 ②東区 上南部
③北区 鶴羽田・植木川上小そば
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

リビング熊本を

子育て中の方、副業やシニアの方も活躍中！
配りませんか？
「家事がひと段落したあと、スキマ時間に」
「健康維持のためのウォーキングをしながら」
…… 毎週水～木曜の明るい時間帯 ノルマ・集金業務なし ……
≪ 月収入例 ≫ 500部配布の場合…約2万円～3万円
※折込チラシ部数により異なります

①データ入力・確認：名前や金額等の入力・確認
②データ登録：エラーコード等（文字・英数字）を登録
③書類チェック：書類の内容を目視チェック
期間/①10/22または10/28（大江のみ）～12/1まで
②10/29～11/30まで
③10/26順次開始～1カ月程度
勤務地/①：A熊本駅前センター（西区春日 1-12-10）
①②③：B九州BPOセンター（中央区大江 3-1-66）
時給/①②1050円 ③1000円～1100円
（研修時給830円/1日～5日間程度）
時間/①③9:00～18:00 ②9:30～18:00
待遇/交通費規定支給、
自転車・バイク駐輪場あり
資格/学歴・経験不問

明るく前向きに仕事を楽しめる
介護サポーター 増員中!!
時給1000円～ 昇給、手当あり

委託業務

は全室掘りごたつで︑完

お早めにご応募ください！
定員になり次第募集締め切ります！
簡単なので未経験でも安心！

☎0968-37-3719

５４０円〜１０

【短期事務】 10月中旬～順次勤務開始のお仕事！

全予約制です︒

HPはコチラ↑

道の駅 旭志

扶養内

●経験者優遇 ●平日限定 ●週3限定
時間/8:00～15:00 ※シフト可
給食、おやつの調理と配膳、洗浄
希望は柔軟に対応いたします
かけもち フリーター歓迎 時給/900円

津久礼ヶ丘保育園

パート

菊池市旭志川辺1886（JA菊池となり）

パート

菊池郡菊陽町津久礼 2-3（オートバックス徒歩4分）

入社祝金あり 病棟内の《 日勤 》介護職

入院患者さんの自立や社会復帰に向け
チームワークで医療介護にあたります

同店は熊本県

事務部：斉藤

ご当地ブランド牛 旭志牛
自信を持って 販売
店で加工し できたてを提供

時間/7:30～ 条件考慮 ※正社員登用
介護福祉士 ※資格取得支援あり

８０円引！

☎0968-38-5666

協力し合える職場
定着率95％で居心地抜群

感染症予防対策も徹底しています

〒861-4127 南区内田町 3560-1

地域連携、
リハビリ、
ターミナルケアに
力を入れています
丁寧な対応ができ、心身が健康な
60代も歓迎 週3日～応相談ください

光の森から車で15分!!

でも受付中
←

契約社員

パート

手当てが手厚く 長く働ける環境
70代まで永年勤続年数者多数活躍中
院内に無料の学童スペースもあり
子育てで大変な 若い方でも安心

菊池市泗水町福本 904-1

☎090-8916-2332 担当：後藤

「メール」

ブランク・未経験の方大歓迎！
夜勤従事者も相談OK！

◆ 入職祝い金あり ◆
賞与4カ月分、
昇給、
交通費
退職金、
各種手当あり

中央区本荘町 684-1-202（熊銀寮そば）

11

済生会熊本福祉センター
☎096-223-3330 担当：熊谷

美妓（ミキ）フーズ 有限会社

お肉・
惣菜は
こちら‼
←

①正看護師：25万9000円～
②准看護師：18万2000円～
③介護福祉士：19万3000円～
④介護職：17万8000円～
①②③④特別処遇改善加算手当含む
③④処遇改善加算手当含む
日勤9:00～18:00 夜勤17:00～翌10:00
休日/4週8休 有給育休等 各種制度◎
…………………………………………
パート Ⓐ送迎運転手 Ⓑ入浴介助
時間/Ⓐ8:30～10:30 15:30～17:30
Ⓑ9:00～16:00（相談可）
時給/ⒶⒷ876円 休日相談

人とひとが出会う場所！
踏み出す一歩を応援♪

感染防止対策認

研修の充実・資格取得も応援！
ライフスタイルに合わせて
無理なく働けます

証 店︒ 店 内 で の

泗水町で看護師や介護などの医療業務！

秋の感謝祭
お得なキャンペーン

☎096-359-3412 担当：岩田

担当：森本

パ 【道の駅物産館内】精肉コーナーでの接客と惣菜づくり

店内の雰囲気を見学に来てみませんか
どの世代の方にも丁寧にお教えます
60代、70代も積極採用!!
●フルタイム8h歓迎 ●2交替制
●知識や経験不要 ●時短も可能
男女比率は女性スタッフが多く
みんな 優しく接してくれます
お肉の扱いが初めての方も、OK
普段のお料理経験も、関係ナシ
学生・フリーター・主婦・シニア大歓迎!!
《友人知人在籍多数》極力希望を考慮
●昇給・制服貸与あり ●車通勤も可
時間/8:30～17:30 9:30～18:30
時給/830～860円 週休2日制ほか

飲食は︑安心・安全に配

☎096-359-3412 担当：金田

株式会社 TKUヒューマン
北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F 人材派遣
（派43-010034）

クリーニングの配送

要普通免許 日給7500円+通勤手当
時間/7:30～16:30 5:30～14:30 土日休
シフト勤務ができる方 退職後の方も歓迎
社保・労災完備 車通勤可
※2tトラックで提携先へ配送

食事付・交通費・資格手当あり
園児用のお弁当食の提供
時給①1100円～ ②870円～

①接客・販売 注文に応じ手袋使用で
計量→包装→レジ→お渡し
②惣菜加工補助
加工→パック詰め→店頭陳列

今なら３万８７５０円

北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F
人材派遣
（派43-010034）

サービスに関する問合せ対応

勤務時間や週4勤務の相談可能！
時給/1150円+規定交通費
勤務地/中央区辛島町 期間/長期
時間/①9:00～18:00 ②11:00～20:00
（休憩60分）休日/完全週休2日シフト制

※衛生管理実施の調理室で4名体制です

慮し︑四季折々の料理を

株式会社 TKUヒューマン

派

契

派 …派遣社員

以上の利用で︑辛子明太

家電メーカーでの事務

見積書作成・請求書処理・入力・電話対応
勤務地/東区尾ノ上（東郵便局近く）
時間/8:50～17:50 休日/土日祝
時給/1150円+規定交通費 残業無し

☎096-352-6264 担当：しげおか

提供してくれます︒個室

☎096-351-2886 担当：大河内

11

中央区国府 ①調理全般・献立作成 ②盛付・洗浄

◎慣れるまで隣で優しく丁寧に教えます
時間/8:00～15:30内で希望に応ず
休み/土・日・祝 ほか夏・冬・連休など

検索 ←

心尽くしのおもて
なしが好評です

西区池田 3-44-1（崇城大学そば）

パ 《委託給食》

子︵３８０ｇ︶か︑柿の葉

中央区京町本丁 10-6

12

☎096-359-3412
フルタイム・扶養内・時短も歓迎!!
園とのやりとりは担当者がいたします
●平日週5より選択 ●シフトも可
❶栄養士免許 ❶調理師免許 ❷免許ナシ

自宅でのお祝いには仕出し会席も

仕出し

仕出し・会席の﹁八起﹂

桜が丘病院

30

日︵火︶までの期間限

節（とき）
ナーサリー 学伸

寿司︵ ケ入︶を進呈︒

給食調理

月

正社員

入院患者さん向けの給食調理です
給与/17万円～ 調理師手当別途
時間/①7:00～16:00 ②5:15～14:15
③10:30～19:30 シフト制
休日/年間108日 賞与/年4カ月

時〜午後８時

TKUヒューマン

11

※価格は税込

パ …パート

営業／午前

委 …委託業務

定です︒

契 …契約社員

☎090-7167-9774

中学・小学生講師

正 パ

正 …正社員

担当：藤本

40代活躍中！ 時間／2～4h
時給／①中学生（理数）1教科でも可
1500円（1～2人の指導）
時給／②小学生 1100円～1500円
詳細は面談 時間は応相談

派

☎（223）2133

10

︶

銭塘町

1

熊本本店︵東区山ノ内１

お申込み

エフ・ツー

銭塘町ノーベルファミリー歯科

歯

（夜間のみ）

☎（356）3232

☎（339）8688

11

ノ４ノ

本山1丁目

龍田弓削1丁目

1

０１２０・２２・６８６０

（昼間のみ）

村田外科胃腸科ひふ科医院

外･胃･皮

真方歯科医院

歯

☎（371）4751

☎（272）5487

ノ６︶

本荘2丁目

植木町平原

城山店︵西区城山下代４

くわみず病院附属平和クリニック

内

田原坂クリニック

外･内

☎（355）7532

☎（272）1027

０１２０・３８・４７７８

横手1丁目

植木町植木

ノ

小野･出来田内科医院

内

☎（227）7750

宮崎眼科医院

内

☎（331）2551

金井クリニック

古城町

は︑職人の想いが込めら

山ノ神2丁目

☎（365）0511

れた逸品と格別な時間を

むらかみ内科クリニック

内

整形外科

整

☎（369）4848

東野2丁目

楽しめます︒七五三のお

尾ノ上4丁目

武藤泌尿器科クリニック

祝いを自宅でと考えてい

三井小児科医院

小

パ

泌･内･皮

☎（365）4103

☎（339）1711

八起

幕盛会席︵茶碗蒸し・
お吸い物付︶４３２０円

桜木2丁目

武蔵ヶ丘7丁目

るなら︑大切な人を迎え

桑原産科婦人科医院

産･婦

なかむらファミリークリニック

内

☎（320）0555

☎0964（28）2555

YAOKI
るにふさわしい〝幕の内

白藤1丁目

城南町舞原

弁当〟が人気です︒目に

白藤耳鼻咽喉科クリニック

耳鼻咽喉

くまもと南部広域病院

内

☎（352）3681

も 鮮 や か な﹁ 幕 盛 会 席 ﹂

練兵町

慶弔会席料理
や︑ボリューム感のある

日隈眼科医院

眼

＜14＞

七五三のお祝いは味わい豊かな会席料理を
﹁ 二 段 幕 の 内 会 席︵ 匠・

★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。

土曜日

地域に“元気”を
届けるお仕事です

≪募集エリア≫ 熊本市内・合志市・菊陽町・益城町等のご自宅近隣
待遇／傷害事故治療補助、賠償責任保険、慶弔見舞金
誕生日プレゼント、永年勤続表彰など、各種制度あり
◎ お仕事の流れを少しだけ紹介！ ◎

土日祝
休み

研修
あり

電話対応
一切なし

受付/9：00～18：00（平日）

中央区大江 3-1-66

官公庁関連の事務業務

時給/1200円+規定交通費
時間/9:45～17:00（休憩60分）
勤務地/中央区下通 休日/土日祝日
期間/即日～来年3月末（予定）
電話対応や書類審査などの業務です！

≪スタッフ登録がない方≫
お電話か、
二次元バーコードから
面接予約をお願いします
日本郵政スタッフ

「興味があって詳しく知りたい」
「自宅周辺の募集はあるの？」
気軽にお問い合わせください！ 配布が初めてでも大丈夫です♪

派

≪スタッフ登録がある方≫
お電話にてご応募ください！

10120-773-505

①自宅に新聞と折込用のチラシが到着 →
②新聞・チラシを挟んでセット → ③明るい時間に担当地域へ配布

株式会社 TKUヒューマン
検索

北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F 人材派遣
（派43-010034）

☎096-359-3412 担当：岩田

派

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停から徒歩1分）

☎096-359-3611

（平日）9:30～12:00／13:00～17:30
ＷＥＢ応募受付中！詳細もあり→

遊技場の運営会社で事務

派

酒造メーカーの一般事務

イラレでPOP作成などの一般事務です！
時給/1100円+規定交通費
時間/9:00～17:30（休憩45分）
勤務地/中央区神水（車通勤相談可）
期間/即日～長期
休日/土日祝日

時給/1050円+規定交通費
時間/8:30～17:30（休憩60分）
勤務地/中央区水前寺 休日/土日祝日
期間/即日～来年9月末（予定）
引き継ぎやフォロー体制充実◎

株式会社 TKUヒューマン

株式会社 TKUヒューマン

北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F 人材派遣
（派43-010034）

北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F 人材派遣
（派43-010034）

☎096-359-3412 担当：岩田

☎096-359-3412 担当：岩田

