2022年1月22日

契 …契約社員

正 …正社員
広告の
お申込み

正社員

給食調理

賞与約5カ月● 4週8休＆午後月6日休
早出・中出・遅出のシフト勤務
無料P、福利厚生も充実しています
様々な年齢の方が在籍 ※経験不問
給与/手当含む15万9500円～ 昇給あり

パ ア

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

パ ア

節（とき）
ナーサリー 学伸
中央区京町本丁 10-6

☎096-351-2886 担当：大河内

シフト自由 簡単な仕込み・洗い物・開店前の準備

●マイペースで接客なし ●休みは融通◎
●平日のみ、週末のみ働きたいなども◎
●美味しい賄いあり ●労災 ●紹介手当
お昼は40～60代ミドル、
シニア世代歓迎
時間/10:00～17:00 ※3～6hで週2～5日
副業・Wワークで未経験の主婦さん多数
学生さんも30代もスキマにバイト!!
勤務/下通り 市電辛島町 サクラマチ交通便利

契 パ

長期の塾講師

1日2～4hOK/大学生・社会人活躍
①中学生 得意な１教科でも可
時給/1300～1500円 1～2人の指導
②小学生 時給/1200～1500円
「都合に合わせ時短で働く」資格不問

簡単な作業が中心 時給900円～
研修期間1カ月 850円
いけすがある和食飲食店です

株式会社 酒湊（さかそう）
中央区新市街 4-18 松下ビル1F～4F

☎090-8414-9235 担当：古賀

3/1～ 新築分譲マンション ①管理員 ②清掃員

勤務／中央区平成 ※国道3号沿い
休日／土・日・祝日ほか
①②主に共用部分の清掃 ①管理室での受付と簡単な事務
時間／①8:00～17:00（実働8h）
②8:00～12:00（実働4h）
給与／①日給月給制 13万5300円
②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
《 日給月給計算式 》①②時給825円×4.1週
①週40h
②週20h
安心してお仕事ができ、幅広い年代が就職先として活躍中です
快適で安全な暮らしを支えるお手伝いの仕事です
これまでの職務経験が役立ちます
◎研修あり、丁寧に教えます
●育児・介護・看護の休業取得も可 ●専門知識、PC操作、経験は特に問わず
※制服貸与 契約更新年毎に予定 《実績に応じ賞与年2回》
①年間休日123日！ 過度な負担なく長期勤務
②短時間パート！
ストレスのない有効活用
新たなチャレンジをお考えの方、お早めにご応募下さい！
■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

パ

◆介護施設調理員◆ ❶合志 ❷新南部 ❸新外

全てレシピあり 経験資格は不問
❶合志デイサービス 週2～4日程度
❷おぜき小規模 週3～5日程度
❸看護小規模くまもと 週2～4日程度
❶幾久富1656-34 ダイレックスそば
7:00～14:00（5h）又は7:00～16:00（8h）
❷新南部1-2-12 小碩橋そば
9:00～18:00（8h）又は10:00～15:00（4h）
❸新外3-3-33 セブンイレブン新外そば
7:00～9:00（2h）又は15:00～17:00（2h）
～勤務先、
日数、時間をお伝え下さい～
希望に応じてご提案させていただきます
入社後、調理の仕方や衛生管理も
丁寧に指導いたします

普段着で気軽にWeb面談可
年2回の
一時金支給

家庭と似た
キッチン
介護業務は
ありません

感染症対策の徹底実施
待遇・福利厚生も充実
平日 ❶865円 ❷❸835円
土日祝 ❶915円 ❷❸885円

お仕事情報

中央区十禅寺 1-3-1
◆ 料理好きな方ご参加ください ◆
（世安ウエスト車2分）
【説明会】1/24（月）10:00～12:00
＠ハローワーク菊池でお待ちしています ☎096-278-7811

パート

調理 兼 接客スタッフ募集

【勤務地】合志市竹迫（アンビー熊本内）
亜和麺 アンビー熊本店
時給/1000円（試用期間1カ月は830円）
時間/10:00～16:00の間で応相談
休日/週2～3日
≪応募≫ まずはお気軽にお電話下さい
働き方等ご相談下さい！
女性や家族連れが入りやすいラーメン店です

パ

未経験者や50～60代の方も
大歓迎です！
日・祝日出勤できる方募集

株式会社 ニシジマ
北区龍田 6-9-17

☎090-5949-5222 担当：西島

◆賞与あり◆高齢施設内「キッチン」 選べる勤務地と時間

◎北区 ❶鶴羽田 ❷植木 ◎宇土市 ❸花園
◎東区 ❹上南部 分担作業で調理提供
❶❷❸6:30～18:30

❹9:00～18:00

《 月に8日、15日、20日など 》
フルタイムも半日も扶養内も
いずれも時間、
日数は希望を最優先します
即面談、開始!!
20～60代活躍中
10～40食程度 盛付や洗浄など 家事の延長！

パート

早朝、少し遅め、午後～夕方と選べる
急な休みにも対応《経験・資格不問》
昇給や交通費あり 時給850円
委託給食

契

魚国総本社九州支社

❷資格不問で経験を活かせます
お休みは日祝、長期のGW、夏休、冬休!!
平日/7:45～16:30 実働8h
土/8:00～14:00 実働6h

パ

◆東区◆

熊本事務所

東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）

☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

新年度より小学校で給食づくり

❶戸島町 ◆託麻東小◆
❷長嶺南 ◆長 嶺 小◆
❸桜 木 ◆桜木東小◆
日頃の料理経験で収入が得られる
…………… 時間と休日 ……………
❶❸8:15～15:15（実働6h）
❷ 8:30～15:30（実働6h）
土・日・祝・夏休み・年末年始・GW

正

担当：佐藤・宮崎

東区 画図【ユニット型 特養】看護職の新メンバー増員!!
■1ユニット10人の全70床
（特養60床、
ショートステイ10床）
●服薬管理 ●健康管理 ●食事介助等の
生活介護のおしごとです

時間/8:30～17:30休憩1h 16:30～翌9:30休憩2h 日勤・夜勤の2交替制
給与/18万2700円～23万1700円（手当等含む） ※日勤のみもご相談下さい
職員がいきいきと働ける環境づくりを目指しています
温かみのある施設づくりをご一緒に…

ア

催事接客 ①1/26～【駅弁】 ②1/28～【バレンタイン】

……………… 年齢や経験、資格に関わらずご応募可能です ………………
①点検、作業の立ち会い、清掃を含む業務 ②玄関、階段、廊下の日常清掃
●巡回管理員…長期安定、資格活用 年間休123日 ●清掃員…一切資格不問
●シニア、中高年と活躍されています
※難しいPC操作なし
※制服貸与 契約更新年毎に予定 《 実績に応じ賞与年2回 》
丁寧な研修を実施するので経験は不要です
ご質問はお問い合わせ時にも回答させていただきます
■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

勤務／中央区本荘 月～金の平日のみ
時間／9：00～16：00 通勤手当支給
勤務日・勤務時間は応相談
※電話後履歴書郵送、後日面接
社保完備 賞与年2回寸志程度 時給/900円

㈱トキワビル商会
福岡県飯塚市花瀬 32-1

☎0948-22-1718 人事課

契

②吉村

洗浄・清掃

ご安心して働ける
清掃・消毒された施設です

九動株式会社
〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1

☎0942-50-6755 担当：大塚

給付金等の書類審査や電話対応等の官公庁事務

・電話対応・審査業務・入力業務・書類整理
・その他付随する業務などをお願いします
勤務地/熊本市中央区神水（県庁近く）
時間/9:00～17:00（休憩60分）
期間/即日～3月31日
休日/土日祝
給与/時給1200円+規定交通費
待遇/各種保険・厚生年金あり、服装自由
車通勤相談可能（駐車場有料：月5500円～）

済生会熊本福祉センター
〒861-4127

子ども好きあつまれ!!
元気で明るい 職場
保育・幼稚園等経験者 歓迎!!

（一財）熊本市文化スポーツ財団
スタッフ募集係
〒862-0941

未経験歓迎！サポート充実◎
人気の官公庁関連のお仕事
即日勤務可能！
！

（株）TKUヒューマン

中央区出水 2-7-1

☎096-385-1042 月曜除く9:00～17:00

在宅内職 箱組立・封入など

自宅でお手軽副業‼ 1日4hスキマに‼
給与出来高制 《シール貼・封繊・袋入》
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
倉庫内軽作業もあり お気軽に電話を!!
お仕事についてはご相談ください

東区画図町重富 968（ハンズマン交差点より入る）

☎096-370-6655 担当：田中

パ

南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：熊谷

委

40代～60代も
U・I・Jターンも
転職も ブランクも
ナースさんお電話を！
入職後のサポートあり

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

パ 委

リラクゼーション整体

週1～ 自由出勤・歩合orパート選択
歩合/1680円～3150円 ※ノルマなし
車駐車代全額支給、交通費1万円迄
月収例/15～28万円 18:30～翌1:00
パート時給/1000円～深夜割増あり

トータルボディケア
中央区辛島町6-2

事務・電話対応

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

県民住宅協同組合
中央区水前寺 4-54-4（水前寺4丁目交差点角）

10120-1500-78

お料理好き必見!!

調理全般（盛り付けや提供）

早番勤務歓迎!! 知識や施設経験不問
普段と同じ作業で 難しくありません
子育て世代が多く 1日4hだけ◎
夕方5.5hだけ◎
【扶養内OK】

時給821円～840円
どちらかのみでも構いません
住宅型有料老人ホーム

担当：岩田（いわた）

ぶどうの木

①7:30～13:00（5.5h）②14:00～18:00（4h）
合志市幾久富 1909-302（南ヶ丘小となり）
各種保険完備 その他委細面談にて
☎0967-32-0789 平日8:00～17:00
子育てしながらバランスの良い
組み合わせで働けます
☎090-8390-2856 時間外（小西）

正社員

院内無料学童スペースあり 常勤看護師

転職すべき？ 今すぐ、新学期から…
そんな 仕事のお悩みからでも
相談に来られ安心して入社されています
●療養型病棟で2交替、夜勤4回できる方
❶夜勤手当1万2000円 ❷皆勤手当
❸職能手当など充実の待遇
※朝～勤務8:30～17:30 ※夕方～勤務16:30～8:30
給与/24万9000円～31万円+手当支給

契約社員

●年間休日108日 ●置き食あり
70代シニア世代元気に活躍中
定年後も現役で働けます!!
医療法人社団 原武会

北部病院

北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

☎096-245-1115 担当：原

◆不動産営業、管理のお仕事です！

会社と共に成長したい方、お待ちしております！
未経験の方も歓迎！ 社内研修にて丁寧にお教えします！
～ 賃貸仲介、事業開発、賃貸管理のお仕事です ～
仕事／①≪ 賃貸営業 ≫ お部屋探しの案内、契約業務、電話受付など
②≪ 事業開発営業 ≫ 不動産業者廻り、電話受付など
③≪ 賃貸管理営業 ≫ 入居中のお困り事や設備不良対応など
勤務地／①東部支店、光の森支店、下通支店 ②本社 ③光の森支店（管理）
給与／①②③月給18万円
時間／①9:30～18:30 ②③9:00～18:00
休日／年間休日107日
（年末年始、GW、夏季休暇）
定休日：①水曜日 ②③日曜日
資格／①②③普通自動車免許
待遇／各種社会保険完備、交通費支給（上限2万円/月）
、有給休暇、賞与
正社員登用制度有
福利厚生など充実しております。

北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F

☎096-359-3412

ゆらり庵
402号

☎090-4990-1382 担当：緒方

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004
（般）43-010089

時間／①9:00～17:30（実働7.5h）
②8:30～10:30（実働2h）
給与／①日給月給制 13万6844円（巡回手当1万円含む）
②日給月給制 3万3825円
待遇／交通費支給（月1万円まで） 労災保険完備
《 日給月給計算式 》①②時給825円×4.1週
①週37.5h
②週10h

洗浄または清掃業務を募集します
30代～50代まで幅広く 経験問わず
力を貸していただいています

勤務/熊本市子ども文化会館（中央区新町）
履歴書の郵送をお待ちしています

来社ナシで登録↓

勤務／①熊本市内各地マンション ②中央区水前寺公園そば
休日／土・日・祝ほか ～健康増進と社会とのつながりに働きませんか～

医療研究施設内

待遇/社会保険、制服貸与
給与/15万500円 別途通勤手当

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

①巡回管理員 ②清掃員

☎096-278-7680 担当：①坂上

②クリーニング回収

❶福祉センター/900円 資格不問
❷熊本病院/840円～ 経験不問
休み①応相談
②土・日

受付・見守り・手遊び・読み聞かせ・イベント準備

コロナ時代のお小遣いに
＋αでお小遣いが欲しい

■交通費全額支給 ■男女不問
副業やＷワークの方も多数
毎年学生さん、フリーターさん、主婦さん活躍
就活中の方には気分転換にもなります
時間/9:00～19:30 実働7.5h

契 パ《即日～》
分譲マンション

info@honjyo-hp.jp

パート

●感染対策に配慮した、事前研修があり安心

☎096-355-5482（平日）
☎080-5263-0324 担当：大坪

☎096-368-2811

勤務/①福祉センター（内田・並建） ②熊本病院（近見）

①駅弁 ②バレンタイン

●百貨店内で接客＆販売 ◆短期7.5hスタッフ◆
事例❶20日間・・・Ⓐ日給9750円で19万5000円
事例❶20日間・・・Ⓑ日給8700円で17万4000円
事例❷18日間・・・日給9500円で17万1000円

パート

各種保険、
日数に応じ加入 有給休暇
車通勤可、別途規定内通勤手当

特別な専門知識はいりません
❶9750円 と 8700円
❷9500円 嬉しい日給UP
❶❷2/14（月）迄のイベント

日給UP!! 8700円～MAX9750円
全国有名駅弁当とあま～いチョコの
お話で盛り上がる会場 ♪大・大・大募集♪
とっても楽しみながら 得られる短期バイト

ナンキュウスタッフ

❷院内巡回し寝具、制服等の回収と納品
8:00～17:00 実働8h

①8:30～16:15 ②9:30～17:15 週休2日
実働7hで週35hのローテーションです

☎096-349-7815

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

①朝夕食事作り・清掃

❶障がい者グループホーム入居者対応
6:00～8:00 実働2h 16:00～20:00 実働4h
※朝夕の組み合わせも可能

魚国総本社九州支社
東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）

担当：森本

安定の
「常勤」16万円～
都合の
「非常勤」900円～
食事・排泄・入浴介助・物品補充など

◆非常勤 時給/900～1000円
①9:00～16:00週5 ②10:00～19:00週3
休日応相談 福利厚生あり

◎中央区国立病院そば ◆交通便良好
●保育士又は教員免許必須 PC基本操作あり

あなたに応じた作業からお願いします

【看護職】 年齢や経験は問いません
《手当》資格、夜勤、家族、住宅、通勤等
多数の手当で安定した収入が得られます
●年間休日108日 ●固定残業ナシ

◆常勤 給与/16～17万円 ②③手当500円/回
①8:30～17:30 ②7:00～16:00 ③10:00～19:00
福利厚生あり 年間休日115日 賞与あり

小学校3校 大・大募集
熊本事務所

ア …アルバイト

看護師さんの助手始めてみませんか

26床患者さんの生活支援、看護師の補助
●資格経験不問 ●ブランクも可

契

子どもと同じスケジュールで
「学校給食のパート」
で頑張りましょう

☎080-9050-2041 担当：のなか

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

準備→調理→片付などの
作業がメイン！！
気兼ねなく相談ください
時給850円 車通勤可

＜16＞

☎096-359-3412

正 パ

パート

料理が好き、社会貢献したいなど
やりがいがいっぱい♥

…………資格はいりません…………
●料理が趣味 ●自炊しているなど
楽しみながら皆さん働いています
シフトがなく 免許も要らず
15:00台に終わるしごと
集団調理の実務も身に付きます

北区高平 2-9-25-205号

【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）

面接は現地にて行います
お気軽にお電話下さい

平日のみの時間帯が魅力
おいし～い給食とおやつ作り
❶900～950円 ❷1200円

❶お休みはお子さんと同じ土日・祝
他GW、夏休み、冬休みとたっぷり!!
平日/8:00～17:00 実働8h

有限会社 トマピー

《 朝の時間帯急募！》時給1000円
資格・年齢・経験不問 WワークOK

未経験者大歓迎！
50～60代の方も元気に働いています
…………………………………………
休日/店休日、
シフト制
待遇/交通費支給・車通勤OK、制服貸与

①東区小学校 《栄養士・調理師》 ②合志市保育園 《調理員》

パ …パート

TKUヒューマン

担当：藤本

☎090-7167-9774

「そろそろ仕事を再開してみようかな…」

遊技場での清掃作業スタッフ

● 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
● ベルエアMAX 熊本北部店
北区四方寄町 1666-1
②時間/10:00～16:00 時給/825円
③時間/16:00～22:00 時給/870円

エフ・ツー

委 …委託業務

土曜日

☎096-366-5062 担当：丸山

中央区九品寺 2-6-57

