
2022年2月19日　土曜日　＜16＞

オープニングスタッフ募集♪
0歳～2歳児の小規模保育園
4月入職もご相談ください！
お子様と一緒に入園OK！
≪ 正社員　3名募集 ≫
給与/月給17万4800円～20万円
時間/7:00～20:00　実働8h
休日/週休2日制
勤務時間の固定OK
≪ パート　2名募集 ≫
給与/時給1000円　　休日/週休2日制
時間/①8:00～17:00　②8:30～17:30
　　 9:00～18:00のシフト制
　　 ①②のいずれか固定OK
未経験・ブランク不問です
栄養士も募集中♪
新しい保育園で一緒に働きませんか？
詳しくは気軽にお問い合わせください

【新設】 街中の小規模保育園　保育士募集！正

•駐車場あり（徒歩2分）
•制服支給 •各種保険あり
•賞与、昇給、処遇改善手当
•有給・育休・産休取得可能

☎096-355-5232 担当：内村
中央区通町 34

パ

●オフィス　●ビル　●クリニック
●病院　●店舗　●一般家庭など
いずれも即日勤務可能　Wワーク◎

【週1～OK】【平日のみ】【週末のみ】
時間/8:00～17:00内応相談
スキマの時間～8hで希望優先♪
リーダーの補助員です　知識は不要
複数で作業　難しくはありません

北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）
☎096-348-7700 担当：緒方

【熊本市内多数】定期清掃補助員　❶企業　❷一般家庭パ

時給1200円+規定交通費
《週5日8hを20日働いた場合》
月収19万2000円　男女不問

（株）クリーンエンジェル

まずは洗い物や食材カット、来店案内
●フリーター　●主婦　●学生　●中高年
時間/10:00～16:00　週1日、1日3h～
■5h例　10:00～13:00　11:00～16:00
■時間曜日など 希望を最優先いたします

丁寧に教えていきますので、経験や前職も不問
◆勤務◆大型商業施設内　車通勤可　制服貸与
◆休み◆水曜日他お休みは事前申告◎

合志市竹迫 2299
☎090-5949-5222 担当：西島

【合志市アンビー熊本】　ラーメン店での調理・接客
ランチタイムを中心に働く
15席のフードコート店
光の森から車で5分  1000円

亜和麺（あわめん）
合志アンビー店

アパ

【勤務地】グランメッセより10分
従業員利用の食堂でカウンター越し提供
●資格経験不要　●定食調理→盛付→洗浄
休日/土・日　お盆・年末年始・ＧＷ
❶8:00～14:30（実働6h）
❷10:00～15:30（実働5.5h）
お子さんがおられるフリーターさんにも
働きやすい環境　車通勤◎　知識も不要◎

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

●益城町　企業内社員食堂●　昼25食の調理員パ

スタッフ3名と連携します
時給850円+交通費支給
❶だけ❷だけ ❶❷組合せも◎

魚国総本社九州支社
熊本事務所

●単純な仕事で拘束時間が短い
●年齢制限が幅広く経験不問
❶勤務/東京エレクトロン　大津町高尾野
　時間/7:00～16:00 実働7.5h
❷勤務/オーヴィジョン東町 　
7:30～12:30 8:00～13:00 12:30～17:30
13:00～18:00　実働5h シフト勤務
家庭との両立も可能 休/❶日祝他 ❷シフト

菊池郡大津町室 1011-1
☎090-8627-1744 担当：家入

清掃員　❶大津《企業内》　❷東町《マンション管理》パ

❶工業団地内 時給850円
❷分譲マンション 時給821円
プラスアルファで収入UP!!

株式会社 千代田

研修充実! 予約・問合せ対応など
時給/1200～1250円＋交通費
9:00～18:00 or 10:00～19:00（応相談）
休日/日曜・他1日（週休2日）
残業無し、長期勤務、社保・制服有

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）

☎096-359-3412 担当：森本

病院の代表電話取次派

時間/17:00～24:00　1日4～5h程度
時給/研修中850円、研修後900円～
シフト制(希望休取得可)　週1日～OK
制服有・まかない有・車通勤可
※調理師見習も募集中♪ 未経験でもOK！

洋風居酒屋 味味屋（あじみや）
南区砂原町 83-2

☎080-7980-6939 担当：村田

洋風居酒屋  ホールスタッフ募集！ア

無資格で年齢は問いません
あたたかい食事を献立に合わせて
普段と同じ作業で30～40食作ります
子育てしながらバランスの良い
組み合わせで働けます
❶7:30～13:00（5.5h）❷14:00～18:00（4h）
1日4hだけ◎　朝から5.5hだけも◎
各種保険、規定交通費、車通勤可

少人数の高齢者への調理と配膳
時給821円～840円+昇給

【扶養内OK】賞与もあり

ぶどうの木住宅型有料老人ホーム

合志市幾久富 1909-302（南ヶ丘小となり）

☎0967-32-0789 平日8:00～17:00

☎090-8390-2856 時間外（小西）

パート

《即日～》分譲マンション ❶清掃員 ❷巡回管理員
勤務／❶中央区水前寺公園そば　❷熊本市内各地マンション
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～

契 パ

☎096-278-7680 担当：❶吉村　❷坂上

㈱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

■分譲マンションの維持管理業

時間/ ❶8:30～10:30（実働2h）　　　　❷9:00～17:30（実働7.5h）　
給与/ ❶日給月給制 3万3825円
　　 ❷日給月給制 13万6844円（巡回手当1万円含む）
待遇/交通費支給（月1万円まで）❶労災保険 ❷健康・厚生・雇用・労災保険

《 日給月給計算式 》❶❷時給825円×4.1週　　　❶週10h　　❷週37.5h
……………… 年齢や経験、資格に関わらずご応募可能です ………………

❶玄関、階段、廊下の日常清掃　❷巡回、清掃を含む管理員業務
●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

3/1～  新築分譲マンション ❶清掃員 ❷管理員
勤務／中央区平成 ※国道3号沿い 　　休日／土・日・祝日ほか
❶❷主に共用部分の清掃 　❷管理室での受付と簡単な事務

契 パ

☎096-278-7680 担当：吉村

㈱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

■分譲マンションの維持管理業

時間/❶8:00～12:00（実働4h）　　　　❷8:00～17:00（実働8h）
給与/❶日給月給制 6万7650円　　　 ❷日給月給制 13万5300円
待遇/交通費支給（月1万円まで）❶雇用・労災保険 ❷健康・厚生・雇用・労災保険

《 日給月給計算式 》❶❷時給825円×4.1週　　❶週20h　　❷週40h
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》
❶短時間パート！　　ストレスのない有効活用
❷年間休日123日！　過度な負担なく長期勤務
新たなチャレンジをお考えの方、お早めにご応募下さい！

時給/900～1000円　勤務地/光の森
休日/土日祝他 ※週2日～応相談
時間/10:00～17:00の間で3h～応相談
資料作成、メール対応、リサーチ、その
他庶務　働き方は柔軟に相談可能です

キャリア・サポート㈱

☎096-233-3010

事務（扶養内）

菊池郡菊陽町光の森 7-14-2

パート

学生、フリーター、子育て中
中高年、シニア週1日～大歓迎
ブランクがある　初心者バイト
◆短期　◆長期など　融通◎

「無理なく、働きたい」丁寧に教えます
①調理業務ナシ　平日、週末のみも◎
11:00～20:00　17:00～20:00　3h～
②難しくはありません　体力不要です
8:30～17:30　9:30～18:30
実働4～8h　土か日のみも◎

◆制服貸与 ◆扶養内勤務可 ◆まかない
◆交通費 ◆昇給 ◆扶養内 ◆無料駐車場
観光レジャーが好きな方 男女不問◎
地域社会に貢献した仕事をしたい方◎
日数時間は希望を優先◎

【随時見学 受付中】 安心してお電話下さい
…旭志牛レストランと地元産品物産館…

❶レストラン係り　　❷レジ・品出し

☎0968-37-3719

菊池市旭志川辺1886
（JA菊池となり）

道の駅 旭志
こんなところ！！↓

パ ア

830円～ 18:00以降880円～
①席案内→簡単注文→配膳
②レジでピッ、商品並べ

光の森から車で15分!!

●収入を増やしたい
●就職までのつなぎ

時間/8:30～17:30・16:30～8:30
給与/21万～26万円+夜勤手当+交通費

子育て世代から70代まで幅広く在籍
❶夜勤手当1万2000円　❷皆勤手当
❸職能手当　❹昇給、賞与　❺退職金制度
❻年間休日108日など待遇面充実!!
入社祝い金10万円支給いたします
転職、職場復帰、ブランク、新卒も歓迎

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

【療養型病棟　看護師】　日勤夜の月4回2交代勤務正

スピード面談後勤務
院内置き食「おかん」設置
惣菜100円が喜ばれています

北部病院
医療法人社団 原武会

勤務地/熊本学園大学（大江）
時間/8:00～16:30　時給/850円～
各種保険完備、マイカー通勤可
女性が活躍している職場です
休日/日曜・祝日　　時間・日数応相談

熊本綜合管理 株式会社
東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

清掃スタッフ急募正

何年もブランクがある、社会復帰したいなど
●店舗で販売　●惣菜の製造　●名産物グルメの催事
婦人服フロア、紳士服フロア、雑貨フロアなど
盛りだくさん!!　「WEB面接」ただいま実施中
シフトや固定で時間にこだわらない方にオススメ
■扶養内～実働7.5hで応相談　　■交通費全額支給
時間/9:00～19:30　休み/シフトか希望日

感染対策を行いながら、皆さん活躍されています

◆応募◆QRか電話かメールで受付可能
❶すぐ働かなくてもまずは登録だけでも大丈夫
❷じっくりお話をお聞きします
❸就労中も日々バックアップ

【百貨店全館】 販売員♪ 製造♪ 催事♪　◆短期◆長期パ 紹

中央区京町1-14-8 
スカイハイツ1105☎096-355-5482（平日）
厚生労働大臣許可 43-ユ-010004  

（般） 43-010089☎080-5263-0324 担当：大坪 ナンキュウスタッフ

メール
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まったく未経験の方や
「また働きたい」の
気持ちを応援

時給1100円～
1200円

LINE

体力は必要ナシ　軽作業です
こどもの本とおもちゃの会社
平日週3日希望日に勤務できる方　
午後12:00～17:30内応相談 休/土・日
交通費あり　車通勤可　時給/850円

（有）熊本こどものとも社
東区戸島 5-8-25（託麻東小そば）

☎096-380-4556

本とおもちゃの荷作りパ

経験のある方　資格保有者尚可
時間／9:00～18:00 　実働8h
待遇／社保完、各種保険、賞与　
給与／30万円～　詳細面談にて
自己都合取得月6日休　

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

木造住宅　管理及び見積正

土日祝勤務　パソコン操作できる方
どなたも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

事務・電話対応パート

❶東区本店　受付後ソフトに簡単入力
PCの基本操作ができる方 年齢経験不問
時間/10:00～20:00内3～5h 休日応相談
専門的知識不要 服装自由 固い規定なし

シニアもフリーターも主婦も歓迎！
経験不問　希望お聞きします

飲食店 ❶注文受付係り　❷接客　❸出前配達員 未経験者歓迎！
短期・長期
時短など
希望お聞きします
気軽に問合せを！

❷週1、1日3h～お気軽にご相談下さい
勤務/東区本店か中央区三年坂通り
昼10:30～15:00　夜17:00～22:00
❸東区本店　◆長期・短期◆
時間/9:00～20:00内スキマ時間
社用車で近隣の30分圏内が主 中抜け可

時給/❶本店830円 ❷本店850円～ 三年坂 昼900円～ 夜1000円～ ❸本店900円～
お仕事再開予定の方　大好きなお寿司屋さんで働きませんか

パ ア

東区昭和町 8-22
☎096-360-1888 採用係/10:00～17:00

無料P 福利厚生充実!! 年齢さまざま
(正)手当含15万9500円～昇給 賞与約5カ月
シフト勤務　 4週8休＆午後月6日休
(パ)時給900円　①9:00～13:30
時給950円 ②15:15～19:15 詳細面談

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
●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
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
面接は現地にて行います
お気軽にお電話下さい

遊技場での清掃作業スタッフ

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

☎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

●高齢者向け住宅の調理業務
　買い物、献立作成等、発注など
小人数の調理から徐々に覚えられます！
時給/850円～
時間/6:00～18:00の間で応相談
勤務/1日3h～、週2～5日 朝だけの勤務可

年齢不問　60歳以上の方も活躍中！
活発で信頼しあえる職場を目指しています

上益城郡益城町宮園 740-1

☎096-289-7011

益城町の高齢者向け住宅　給食調理
◎選べる勤務地

①益城町宮園 プラムロード益城
②益城町古閑 ハートマップ古閑

株式会社ハートマップ

パート

info@kk-heartmap.com

知的障がい者の方の食事提供・栄養管理
時間/日勤9:00～18:00  早出・シフト有
①15万5900～18万3200円 ②14万6800
～16万900円 休/月9日 待遇/昇級年1回
賞与年2回、各種手当・保険有、退職金制度有

社会福祉法人耕心会 熊東園（ゆうとうえん）

上益城郡益城町広崎 786-1

☎096-286-2762 担当：大橋

福祉施設 ①栄養士 ②調理師正

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

ア …アルバイト派 …派遣社員

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

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

①介護スタッフ　②生活相談員
時給/①950円～　②1050円～
時間/8:30～17:30の間で応相談
勤務/週2～5日（3h～）　フルタイム可
休日/日曜休み　他シフト制

はーとまっぷ桜木 デイサービスセンター
東区桜木 4-17-13

☎096-360-0550 担当：山下

東区桜木デイサービスパ

給/20万5000円～21万5000円
昇給、安心の研修　《 福利厚生充実 》
時/シフトによる　休み/日・祝ほか
①8:30～17:30 ②7:30～16:30 ③8:30～12:30
患者さんが安心して自宅に帰れるように
相談にのり支援できる方を求めています
●4週8休制　年間休日109日
●賞与3カ月 ●規定交通費 ●車通勤可

医療・介護・福祉の相談員  ソーシャルワーカー
定年後も再雇用者多数
相談はお気軽にmailでも受付
転職予定の方も対応致します

東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

本庄内科病院

info@honjyo-hp.jp

正社員

❶《保育士資格》 《幼稚園教諭免許》
●園に着いた子どもたちのお迎え
●遊びやおむつ交換、おもちゃの整頓

《楽器、ピアノが苦手可》 《子育て支援員も可》
時間/7:00～10:00　　15:30～18:30
❷《調理師免許》 時間/8:30～15:30
●事前献立あり　お昼とおやつ作り
♪納得できる働き方を選んでください♪

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）
☎096-288-6937

0歳～2歳の19名以下　❶受け入れ・お世話　❷調理全般パ

❶月～土 3h～ 朝か夕・朝夕でも◎
❷月～土 実働6h おいしいをお届け◎
❶1000円 ❷900円 待遇充実

ぐるんぱ保育園
熊本市小規模保育事業A型保育園

日勤 8:30～17:30　夜勤 16:00～翌9:00
4週8休　シフト　未経験も経験の浅い方も歓迎
●男女年齢不問　●残業ナシ　●パートも可
❶給与/17万5100円～+夜勤手当7500円/回
❷給与/16万7600円～+夜勤手当6500円/回
待遇/昇給、賞与、社保完、退職金あり
資格や夜勤手当が充実しました
パート希望は条件重視　扶養内勤務可

合志市福原 3111（アンビー熊本車2分）
☎096-248-7100 担当：澤田

◆介護老人保健施設◆　①准看護師　②介護職正

❶夜勤5回 月収21万2600円～
❷夜勤5回 月収20万100円～
あなたの働き方に寄り添います

ひらせ記念リハビリ苑
介護老人保健施設

委 …委託業務 紹 …紹介


