2021年11月6日

土曜日

＜20＞
写真は第 ５回の様子︒会場 運 営から研 究 発
表まですべて県内の高校生が主役です

熊本の水環境を守る高校生たちのチャレンジが続いています！

11月13日
（土）第６回 水の国高校生フォーラム

に︑宇土高校・南稜高校・

策を発信﹂などをテーマ

パ …パート

委 …委託業務

担当：森本

居残り担当 世話係り

時間/14:00～18:30実働3.5h 時給900円
●室内見守り ●遊び ●絵本読みなど
子どもが好きな方 資格は不問です
休/希望に応ず 時短保育士も歓迎
丁寧なフォロー体制 ご安心ください

さくら幼稚園

少人数病棟

医療法人平瀬会

東区長嶺南 1-4-80（日赤病院そば）

☎096-382-2247

契

パ

調理員

朝・昼・夕 各10食程度 経験資格不問
時間/7:00～17:00内応相談
週1日～、2h以上 早出のできる方
休/シフトで柔軟に対応します
時給900円～+交通費 賞与あり

平瀬内科医院

合志市幾久富 1909-227（マルキョウ5分）

☎096-248-7100 担当：澤田

直行直帰【エリアと条件で探そう】栄養士・調理師

担当地域の調理や栄養士指導のフォロー
どの職場もあたたかく歓迎・サポート
県内で安定して年齢や性別の壁がなく
①複数勤務先を掛け持ちしたい
②固定の決まった勤務先で長期希望
③詳しく相談しながら決めたい など
職場情報についてアドバイス致します
給与/19～25万円 規定交通費あり 週休2日

すぐ資格経験が活かせます
委託先 産業・学校・福祉施設など
実働8h/4:30～ 8:00～ 9:30～

魚国総本社九州支社

砥上（とがみ）内科胃腸科医院

トータルボディケア

①持帰りナシ7:00～19:00 実働4～8hで応相談
②残業ナシ8:30～13:30 実働4h45で応相談

契約社員

担当：山本

毎回人気のため、お早目にご応募下さい

■分譲マンションの維持管理業

㈱穴吹コミュニティ 熊本営業部

〈郵送・問合せ先〉〒860-0801 熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル1F

☎096-278-7680 担当：吉村・桐原
木造建築

正社員

時給／1200円 交通費別途支給（規定による）
時間／8:00～17:00 土日祝休み
待遇／車・バイク通勤可、無料駐車場あり
社会保険あり、制服貸与
≪ 入社祝い金

総額60万円！

パ

1

高齢者向け施設で食事作り ①北区 ②南区 ③中央区

万全の態勢でバックアップします
週に2日・月8・15など 850円～
①【鶴羽田・植木】 ②【富合】 ③【帯山】 施設経験は問わず ただいま増員中

自由度の高い勤務スタイルが喜ばれ
家事の延長から活躍できる業務です

①②③共通 時間/6:30～18:30内希望に応ず
※急なお休みや事前休には対応いたします
●幅広い年齢層の方が経験なくスタート!!
●昇給 賞与もあり 福利厚生が充実!!
●15～30食程度 マニュアル完備で簡単

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

土日祝お休み！ 家族との時間を大切にできる
キャリア・サポート
●

（内訳：入社後3カ月10万円、6カ月10万円
9カ月20万円、12カ月20万円 ※出勤率90％以上）

ゆめタウン
光の森

大人気の半導体に
関わるお仕事
菊池郡菊陽町光の森 7-14-2

316
至東バイパス

ひかりの
もり公園
ローソン
●
●

ベスト電器
JR光の森駅

☎096-233-3010 担当：廣谷

地下大会議室

【水のインフォメーション】
「2022年4月開催第4回アジア・太平洋水サミットについて」

料理の配達と桶回収

正 パ 【3名 急募】乳幼児の保育全般

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

今すぐ転職が難しい方もどうぞ!!
①来年4月 正社員 14万5000円～
②即日 パート 時給850円～
①休/週2 早出遅出の実働8h ②委細面談
近況はInstagram、Facebookで!!

峰寿司 本店

東区昭和町 8-22

モンテッソーリ教育

受付10：00～20：00

みゆき保育園

南区御幸笛田 4-19-43（マックスバリュそば）

☎096-367-7777 担当：タカミ

☎096-378-1511 担当：坂本

正社員 《医療相談員》ソーシャルワーカー
（MSW）
■社会福祉士の資格者
●退院や在宅支援や相談業務
●各種手続きのサポートなど
平日①8:30～17:30 ②7:30～16:30 実働8h
平日・土曜日③8:30～12:30 実働4h
給与/20万5000円～21万5000円 昇給・賞与有

リハビリ・ターミナルケアと
地域連携により 患者さんと心
豊かなお付合いを目指します

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

Word・Excel必須 電子カルテあり
車通勤可・各種保険・年間休日109日

正 パ

info@honjyo-hp.jp

幼稚園でのお弁当給食の提供【中央区国府】

◎4名体制で慣れるまで優しく教えます
◎年間休日130日 ◎経験多浅、年齢は不問
①正社員：食材発注、献立作成など
■栄養士 ■栄養士免許 または経験者
【実働7h】7:30～15:00 給与/17万円
②調理補助やお弁当箱に盛付け
■未経験から皆さん始めておられます
【時短4h】8:00～12:00 ※資格手当あり

パ

土日・祝 ほか 春夏冬連休休み
車通勤可 食事付 福利厚生あり
時給①1100円～ ②870円～

美妓（ミキ）フーズ 有限会社
中央区本荘町 684-1-202（熊銀寮そば）

☎090-8916-2332 担当：後藤

入社祝金あり《医療業界初めてOK》 日勤のみ介護業務
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
1000円～+充実の福利厚生

70代までの永年勤続年数者さんが
多数在籍
「人間関係も良好です」
資格取得のサポートや無料研修も実施
ご相談事はしっかりとお聞きします

医療法人社団 原武会

入院患者さんの身の回りのお世話や介助
北部病院
時間/7:30～ 条件考慮 ※正社員登用あり
介護福祉士 ※資格取得をバックアップ 北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）
働き方に応じた休日
福利厚生あり
☎096-245-1115 担当：原

給食調理

委

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

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
《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

龍田病院

アクセラ株式会社

中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-343-5819 担当：下田

パ

☎096-277-5920

靴販売 フルタイム！！

大型靴専門店での販売 未経験歓迎
時間/9:30～18:30 11:00～20:00
時給/860円 通勤手当 社員割引
休日/月9日 シフト 土日祝勤務
お客様対応・売場の整理・レジ業務など

東京靴（株）

菊池郡菊陽町光の森 2-7-3

菊池郡菊陽町津久礼 2-3（オートバックス徒歩4分）

☎096-288-6591 担当：永田

施設見学や仕事説明会
毎日開催！

◆通勤便利！ きれいな施設でお仕事しませんか?

◎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調理【急募】 時給/825円～
時間/6:30～10:00、10:00～18:30、15:00～18:30など働き方色々！

給食・おやつの調理

津久礼ヶ丘保育園

☎096-232-5551 担当：田川（タガワ）

正 パ 【介護・調理】スタッフ大募集！未経験も可◎

パート

平日出勤が選べる働き方 経験者優遇
簡単な調理と配膳、洗浄が主です
希望柔軟に対応 かけもち退職後歓迎
時間/8:00～15:00内シフトも可
時給/850～900円 即日勤務できます

シューズ愛ランド 熊本光の森店

Ⓑヘルパー（夜勤週1回程度あり） 月給/23万円～
夜勤16:00～翌9:00 ※夜勤専従や勤務時間など気軽に相談下さい！

入社祝い金60万円！

●会場／熊本県庁

・宇土高等学校「轟泉水道を支えるガンゼキの硬化メカニズムに迫る」
・南稜高等学校「球磨モンの水土林Project★〜林業と農業土木の力で
故郷を守る〜」
・天草高等学校「アマモ（海草）を活用した地球温暖化対策」

◎正社員 週休2日制、年間休日107日 賞与有
Ⓐ調理【急募】
（リーダー） ◆残業なしが魅力！
月給/19万5000円～
時間/6:30～18:30内で8h（休憩60分）

※規定あり ≫

お仕事相談もお気軽に！
お話しだけでも聞いてみたい方、お待ちしております。

県民住宅協同組合

水の国高校生フォーラム

●開催日／ 11月13日
（土）
【フォーラム発表内容】

正社員 パート

中央区水前寺 4-54-4
0120-1500-78
《男女募集》共に目標に進んでいきましょう
（水前寺4丁目交差点角）

師

20～40代活躍中！

設計

自己都合で取得の月6日休
年数不問 業界経験のある方歓迎
詳細は面談時にお伺いします

●経験年数や資格、能力に応じて決定
●転職やブランクの方も問題ありません

講

資格・経験不問

勤務地：菊池市七城町蘇崎
内 容：半導体装置の組立て作業

履歴書郵送→面談→勤務開始

経験に関わらず研修があり、丁寧に教えます
●育児・介護・看護の休業取得も可能
●専門知識、PC操作、経験は特に必要ありません
※制服貸与 契約更新年毎に予定 《実績に応じ賞与年2回》

業績好調につき大量増員決定！！ ≪ 半導体装置の組立≫

◆入社3カ月ごと計4回
総額60万円の報奨金制度あり
◆未経験から始められる工場軽作業
◆随時、見学受付中

☎096-248-4008

《掃き掃除、拭き掃除、モップ掛け、ごみ処理、来訪受付、業務日誌など》
安心してお仕事ができ、幅広い年代が就職先として活躍できる職場

時間／9:00～18:00 実働8h
待遇／社保完、各種保険、賞与
給与／25万円～

☎096-342-6508

合志市豊岡 2000-105（再春医療センター前駅車3分）

《日給月給計算式》 時給825円×週20h×4.1週
時間／9:00～13:00 実働4h
給与／日給月給制 6万7650円
待遇／交通費支給 月1万円まで 雇用・労災保険完備

前職の年収を考慮いたします

合志市須屋 2657-6

ひかりの丘保育園

快適で安全な暮らしを支えるお手伝いの仕事です
勤務／中央区本荘町 ※国道3号線沿い
休日／土・日・祝日ほか
主に共用部分の清掃と管理室での受付と簡単な事務

東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）

↑
動画で雰囲気を
check！

社会福祉法人ひまわり学園

分譲マンション管理人 中高年歓迎《即日～週5日》

契

☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

有給も取りやすく
プライベートと両立できます
研修や資格取得支援など
スキルアップを後押し！

①4hできる方 1000円
①早番・遅番できる方 1200円
②900円 ①②規定交通費ほか

②準備・調理・盛付けなど お料理が好きな方
●資格年齢ブランク不問《経験があれば尚可》
●できる事から始めて頂きます 休/日・祝ほか

パ

第６回

ゆらり庵
402号

☎090-4990-1382 担当：緒方

①0～5歳児と元気に遊んでくれる先生
●お世話と見守りができる《保育士》
●担任の先生のフォローが主 休/土日・祝ほか

契《デイサービス》新規事業開設に伴うスタッフ大募集！

①介護福祉士 給与/17万5000円～
自立支援を目的としたケアの提供等の介護業務
②看護師 給与/19万5000円～
運動前のバイタルチェックや
介護業務サポート、記録作成など
③作業療法士 または 理学療法士
給与/20万5000円～
リハビリテーション業務全般など
…………………………………………
時間/8:00～17:00（休憩60分）
休日/土曜・日曜、年末年始
待遇/社会保険完備、賞与、退職金制度
資格取得やスキルアップ支援、バース
デイ休暇や育休など各種制度あり

中央区辛島町6-2

①ピアノ・書類等ナシ◆保育補助◆ ②◆昼食作り・洗い物◆

熊本事務所

来年1月より短時間型デイサービスに
加え、
1日型デイサービスを開設！
自立支援を目標にリハビリを
主軸としたプログラムを提供！

カイロプラクティック整体

これからの時代働きながら資格取得
8名体制 夕方～シフト勤務 経験不問
①18:30～翌1:00 ②21:00～翌1:00
840～1500円 深夜割増賃金は別途
週1日 月10日でも ご希望優先します

パ

☎090-7167-9774 ☎096-359-3412
パ

パ

☎096-345-8211

TKUヒューマン

担当：藤本

◆外来◆准看護師

①給与20万円～+賞与 ②時給1050円
車通勤可Pあり 職場環境は◎
①正社員 平日9:00～18:00 実働8h
土曜実働4h 日祝・木土午後休
4hパート ②9:00～13:00 ③14:00～18:00
中央区黒髪 6-27-1（熊本大学より車2分）

広告 のお申込 み

エフ・ツー

今年のフォーラ ムポスターに は︑熊本市立必由館高校
近藤日菜さんの作品が選ばれまし た

分たちでできる﹁水環境

天草高校の３校が発表を

契 …契約社員

下水の涵養︵かんよう︶﹂︑

を守るための〝何か〟﹂を

行います︒生徒会や全校

正 …正社員

水の国高校生フォーラ

見つけ︑実践していくき

集会で決議した﹁水の宣

正 パ

ムは︑高校生自らが︑自 ﹁ 熊 本 か ら 地 球 温 暖 化 対

っかけづくりとして開

言校﹂の認定式︑﹁大会宣

言﹂なども実施︒中でも︑

催︒今年で６回目を迎え

ます︒

会場の高校生全員が参加

し︑熊本の水環境に関す

る知識を競う﹁水のクイ

ズ王決定戦﹂では︑高校

さらに︑フォーラムの

後援／熊本県教育委員会・熊本市教
育委員会・熊本県私立中学高等学校
協会・熊本県市長会・熊本県町村会

様子は特別番組として年

☎096（351）1140
営業／10:00〜17:00
※土日・祝日除く

末 に Ｔ Ｋ Ｕ で 放 送 予 定︒

お楽しみに︒

問合せ／テレビ熊本事業局

生らしい激しいバトルが

検索←

今年は︑オープニング

テレビくまもと

アクトに尚絅高校のギタ

週２回に増やしました。

ー・マンドリン部が演奏︒ 繰り広げられます！

高校生の研究発表や「水のクイズ王決定
コロナ禍でソーシャルディス
戦」の模様が放送されます。詳しくは
タンスが取りやすいテニスを
TKUのHPをチェック！

そして﹁日本最古の上水

道﹂︑﹁山間部における地

「水の国高校生フォーラム」
1時間特番を年末放送予定！

﹁水﹂
を考える１日︒
特別番組の放送も

主催／水の国高校生フォーラム実行委員会（熊本県・熊本市・くまもと地下水財団・テレビ熊本）

お話だけでもお気軽に！！
人間関係の良さが自慢です
きれいな施設でお仕事◎

②ヘルパー 時給/950円～1200円
時間/早番7:00～9:00 遅番16:00～18:30 夜勤16:00～翌9:00
住宅型有料老人ホーム
短時間可◎ ※夜勤専従や勤務時間など気軽に相談下さい！
ハイコムライフ武蔵ヶ丘Ⅰ.Ⅱ
…………………………………………………………………………
資格/調理：資格不要（ある方大歓迎） ヘルパー：初任者研修以上
WEBエントリーは
北区楠 8-18-53
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 ☎096-348-8156 こちら→
●経験者の方は給与応相談 ●正社員登用制度あり
担当：大賀（オオガ）

パ

【中央区・菊陽・益城】 契約先の清掃員 増員中!!

①国体道路沿い帯山大型家電店
●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
② 季節問わず快適空間で働けます
9:30～14:00 実働4.5h
■客室清掃を家事の延長で行います
③テクノリサーチパーク内入居指定企業
●月～金 8:30～12:30 実働4h

時給①830円 ②920円 ③850円
特別な技術や経験等 不要
休/希望優先 交通費 男女採用中

株式会社 千代田
菊池郡大津町室 1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入

パ

育児休業代替 保育士

即日～2年以内の限定 《保育全般》
急な休みにも対応します
時間/9:30～17:30 実働6～7h
曜日や休みは面談でお伝えください
時給/1000円 交通費 駐車場あり

大江こども園
中央区大江 2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

