
2021年10月16日　土曜日　＜8＞

「子どものことを１番に考えよう」
そう堂々と言えるクリニックが
あってもいいじゃない…
●訪問診療 ●心身の発達の相談や心のケア ●短期入所
給与／当院規定による　詳細はHPをご覧下さい　休日／週休2日
日勤 8:30～17:00　準夜 16:00～1:00　深夜 17:00～9:00　2交替
応募／電話連絡後、履歴書郵送、またはWEBよりエントリー

子どもの在宅医療に10年以上取り組む医師が
立ち上げるクリニックです　小児科未経験の方も歓迎！

■おすすめのPOINT■　情報が欲しいという方も必見です!
・いつかは小児科で働きたいと思っていた
・子どもたちの成長を一緒に感じ、一緒に喜びたい
・効率を求められ、患者さんとゆっくり接することができない
  現在の働き方には疑問を感じている

〒861-1112 合志市幾久富1123-5

☎096-227-9001
　  担当：佐々木

勤務/合志市総合運動公園 車で4分
既存の施設見学も積極的に
受付けています 複数見学可
新しい仲間とつくる、新しいclinic

①看護師　②介護福祉士　③保育士正社員
来年6月 開院予定

↑採用情報
【随時更新】
エントリーも

受付中!!

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

《シール貼・封繊・袋入》給与出来高制
別途倉庫内の内職もあります
お気軽に電話を!! 簡単な流れを説明

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

在宅内職 箱組立・封入など委

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

桜が丘病院
西区池田 3-44-1（崇城大学そば）

☎096-352-6264 担当：しげおか

給食調理正社員

病院併設  他部門の職域で
70代までの永年勤続者あり
●資格取得サポート体制や無料研修実施
時間/8:30～　条件考慮　※正社員登用
資格者・無資格者　※資格取得支援あり
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
送迎やレク苦手な方も働きやすいです

北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

入社祝金あり　通所デイケアでの介護職
介護サポーター  増員中!!
施設見学後 後日面談できます
●資格者1100円 ●無資格1000円

北部病院
医療法人社団 原武会

パート

●昇給　賞与もあり　福利厚生充実
月に8日、15日、20日と勤務できます
家庭の味を大切に、調理、仕込みと分担

①③6:30～18:30 　②9:00～18:00　
■希望は可能な限り対応 ■事前休み可
資格一切不問　　60歳以上も歓迎
15～30食程度　マニュアル完備で簡単
万全の態勢でバックアップします

北区高平 2-9-25-205号
☎080-9050-2041 担当：のなか

献立に沿った　高齢者向け　簡単な食事作り
勤務地多数!!　時給850円～
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

有限会社 トマピー
委託給食

パート

月木金/10:00～16:00 《資格経験不要》
ご安心下さい、丁寧にお教えいたします
実働5h　薬の分包等々　開始日相談可
規定交通費支給　時給/850円～
平日3日間 ※10月～来年3月末の勤務

水前寺大腸肛門科医院
中央区水前寺3-5-11（JR水前寺駅徒歩2分）

☎096-381-2241 担当：本多

期間限定 医療事務補助パ

植付・散水・肥料・刈り・収穫など
時間/8:00～17:00　実働8h
自然の中で働きたい方 福利厚生あり
◎知識資格経験不要 丁寧に教えます
給与/20万円～　休/日祝土ほか連休

黒石原産業 株式会社
合志市豊岡 1837

☎096-248-0181

芝の手入・出荷管理正

給与20万円～+賞与　時給1050円
正社員/平日9:00～18:00　実働8h
　　　 土曜実働4h 休/日祝・木土午後
パート/平日13:00までの実働4h
車通勤可Pあり　ブランク可

砥上（とがみ）内科胃腸科医院
中央区黒髪 6-27-1（熊本大学より車2分）

☎096-345-8211

外来勤務の准看護師正 パ

無料P完備 福利厚生も充実!! 年齢様々
給与/手当含む15万9500円～昇給あり
賞与5カ月 4週8休＆午後月6日休 シフト制
時間/①9:00～13:30　②15:15～19:15
①②手当あり 時給/①900円 ②950円

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

給食調理正社員 パート

《 朝の時間帯急募！ 》 時給1000円
資格・年齢・経験不問 WワークOK

【内容】 店内のフロア・トイレ清掃作業
（モップ掛け・拭き掃除・ごみ処理等）

●ベルエアMAX南高江店
　南区南高江 1-2-1
①時間/7:00～9:00　 時給/1000円
②時間/16:00～22:00　時給/870円
●ベルエアMAX北部店
　北区四方寄町 1666-1
①時間/7:00～9:00　 時給/1000円
②時間/16:00～22:00　時給/870円
…………………………………………
休日/店休日、シフト制
待遇/交通費支給・車通勤ＯＫ
　　　研修制度あり、制服貸与
面接は現地にて行います
お気軽にお電話ください

遊技場での清掃作業スタッフ

☎0948-22-1718 人事課
福岡県飯塚市花瀬 32-1

㈱トキワビル商会

パート

研修制度あり 未経験でも
安心してご応募下さい

女性が活躍中の職場です

委 …委託業務 パ …パート正 …正社員 契 …契約社員

☎090-7167-9774
エフ・ツー   担当：藤本 TKUヒューマン  担当：森本

☎096-359-3412
広告の

お申込み

●子育て中 ●副業 ●シニアの方など活躍中！
「家事がひと段落したあとのスキマ時間で」
「運動不足解消のウォーキングついでに！」

……… 毎週水～木曜の明るい時間帯ならいつでもＯＫ！ ………
≪ 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
≪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紹介！ ノルマや集金業務はありません ◎
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

「配布のお仕事ははじめて…」「自宅周辺の募集はあるの？」
気軽にお問い合わせ下さい！　慣れないところもフォローします♪

 「リビング熊本」のお届けスタッフ委託業務

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停から徒歩1分）

☎096-359-3611

“地域”と“読者”をつなぐ
大切なお仕事です

（平日）9:30～12:00／13:00～17:30
ＷＥＢ応募も受付中！詳細あり→

リビング熊本を
配りませんか？

【急募！ 短期事務】  10月22日～順次勤務開始！

簡単なので未経験でも安心！
もうすぐ始まるお仕事です！
募集枠も残りわずかです！

10120-773-505
中央区大江 3-1-66

契約社員

①データ入力・確認：申告内容（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
③④書類チェック：書類の内容を目視チェック

◆時給1300円（大江勤務）電話対応のお仕事も募集中です！
◆大学生の方も平日5日間勤務できれば応募大歓迎！

受付/9：00～18：00（平日）
日本郵政スタッフ 検索

期間/①10/22または10/28（大江のみ）～12/1まで
　　 ②10/29～11/30

  ③10/26～11/21　④10/27～11/24
勤務地/①：A熊本駅前センター （西区春日 1-12-10）
①②③④：B九州BPOセンター （中央区大江 3-1-66）

時給/①②1050円　③④1000円
　　 （研修時給830円/1日～5日間程度）
時間/①③④9:00～18:00　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

≪スタッフ登録がある方≫
お電話にてご応募ください！
≪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
※大江面接時のみ車で来所可！

土日祝
休み

研修
あり

電話対応
一切なし

お友達と応募OK♪

1年更新制の長期勤務
（熊本駅前センター）も募集中！

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
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

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

泗水町で看護師や介護などの医療業務！

☎0968-38-5666
　  事務部：斉藤

菊池市泗水町福本 904-1

正 パ

人とひとが出会う場所！
踏み出す一歩を応援♪

HPはコチラ↑

●残業ナシ　家庭との両立バッチリ!!
●昼食・おやつの調理と提供
●4名体制　●カントリーパークそば
①月～金曜　7:45～16:30　実働8h
②土曜　　　8:00～14:00　実働6h
■有資格者　■経験多浅、年齢不問
万一のお休みにも調整可能です
雰囲気がいいので、見学をおすすめします

こども園での栄養士・調理師　【合志市御代志】
日祝・盆、年末年始、GW休み
車通勤可　福利厚生あり
時給1100円 月収例20万2400円

契

東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）

魚国総本社九州支社
熊本事務所

☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

まずは「タクシー業務」を行なうために、二種免許取得養成員として、
研修と受験から。もちろん取得費用は会社負担

西区島崎2-17-28

タクシー乗務員（養成員）

肥後第一交通株式会社

正社員

勤務地／①熊本市西区島崎2-17-28（肥後第一交通本社）　②山鹿市
鹿本町来民1568（山鹿営業所）　③熊本市東区戸島西2-6-133（熊本
第一交通）　①～③から選べます　時間／7:00～17:00、8:00～16:00
休日／シフト制（有給休暇あり）　資格／普通自動車免許（取得後３年
経過していること）　給与／入社１カ月目15万円、2カ月・３カ月目18
万円以上（以降は当社規定による）　待遇・そのほか／入社から３カ月
は試用期間、寮完備、各種保険完備、マイカー通勤可、無料駐車場あ
り、コロナ対策あり（マスク支給、オゾン発生装置を社内に設置） 
<応募＞まずはお電話を。「詳しく知りたい」など、気軽にお問合せを

当社HP→

第一交通産業グループは、
国土交通省創設認定・認証制度登録企業です。

「マイペースに」「しっかり稼ぎたい」など、
働き方はあなた次第。「運転が好き」なら大歓迎

☎096-354-2222 担当：サイトウ

医薬品製造スタッフ大募集（北区、合志、菊池）

合志新工場稼働につき大募集！
熊本・菊池も同時募集

未経験者歓迎！ 友達同士応募可！

【パートⒶ】　採用月／即時、12月、令和4年1月、3月
業務内容／医薬品の製造作業・品質試験・製造記録
クリーンルームや工場の機械操作経験
または学生時代に実験経験がある方、大歓迎
時給／1120円　　休日／土日祝
時間／8:30～17:30の中で実働7～7.5h
　　　一部業務は昼勤・夜勤の交代勤務可能性あり

【パートⒷ】　採用月／即時、令和4年1月
業務内容／医薬品の製造補助作業
準備や洗浄、清掃など簡単なお仕事です
時給／900円　時間／9:00～16:30の中で実働6～6.5h

☎096-344-2088 担当／佐藤・内倉

パート

KMバイオロジクス株式会社

待遇／雇用・労災・健康・厚生・慶弔・有給・健康診断
備考／車通勤可、制服貸与

≪ 勤務地 ≫
①熊本事業所（本社）：北区大窪1-6-1
②合志事業所：合志市栄3766-1
③菊池研究所：菊池市旭志川辺1314-1

医薬品メーカーの一員として
一緒に働いてみませんか？

皆さんのお仕事が、子供達の病気予防
・健康や食の安全につながります

● 気軽にメール、お電話ください ●

初めてでもしっかりサポート！
チームワークを大切にしています

希望する勤務地や職種など明記し、履歴書をご郵送下さい
宛先／〒860-8568　熊本市北区大窪1-6-1
　　　KMバイオロジクス株式会社　人事部

tmp@kmbiologics.com

●生まれ育った場所に、Uターン
●地方へ移住希望に、Iターン
●生まれ育った近隣で、Jターン
この秋、年内に、年明け…歓迎
結婚・出産があっても　全国展開の
セントケアならではの福利厚生
慣れるまで同行いたします
正社員　月給28万円　賞与年2
別途オンコール手当、年間休日110日
時間/9:00～18:00（実働8h）
パート　実働給
1655円/件（30分） 3360円/件（60分）
1日3～4h程度、週2日～OK
●交通費 ●昇給 ●有給休暇 ●各種保険
●駐車場完備  ●土日・早朝夜間手当
●延長保育利用補助制度、他
～地域の在宅医療を支える訪問看護師～

移住もやりがいも叶える
給与28万円 時給3360円
手当て左記参照
オンラインでも開催!!

天草への移住・転職を検討の方　《訪問看護師》

☎096-278-7811

天草市小松原町 12-19
Mセレーノ天草103

正 パ

皆さんの身近な人に
お知らせ下さい

10/22（金）天草営業所
10/28（木）ハローワーク熊本

説明会
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