
2022年3月5日　土曜日　＜14＞

30代～50代まで幅広く
力を貸していただいています
勤務／中央区本荘　月～金の平日
時間／9:00～16:00
勤務日・時間は対応させていただきます
時給／900円　通勤手当あり
社保完、寸志年2回
電話後履歴書郵送、後日面接となります

〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1
☎0942-50-6755 担当：大塚

医療研究施設内　洗浄・清掃業務
※週3日勤務や
10:00～15:00勤務等
お気軽にご相談ください

九動株式会社
人々の健康と福祉に貢献

パート

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

《ピアノや楽器が苦手でもかまいません》
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

指定先から病院までの送迎
退職後の方まで幅広く歓迎　経験不問
●普通自動車免許をお持ちの方
●安全に運転ができる方
●運転に自信のある方
●運転好きの方にはピッタリ
週2日～　1日距離の短い3h程度
遠出の6hなど　詳細は面談にて

中央区大江 3-2-55（ゆめマート大江そば）
☎096-320-6500

担当：かどひら・高森

社会貢献の高い　患者送迎ドライバー
詳細は電話でもお応えします
日祝を除いて勤務ができる方
時給1020円　早・遅出1300円

大腸肛門病センター高野病院

パート

❶【オーヴィジョン東町】 玄関廊下などの清掃
時間/7:30～18:00内4シフト 実働5hで選択
シフト勤務ができる方　休み/シフト
❷【東京エレクトロン】 主に掃き拭き清掃
時間/7:00～16:00 実働7.5h 休み/日・祝ほか
日常的運動で身体をリフレッシュ
単純な仕事で拘束時間が短い
初めての方も心配いりません

菊池郡大津町室 1011-1
☎090-8627-1744 担当：家入

①マンション管理（東町小そば）　②清掃
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

パート

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

家庭での経験を活かして
30～40食程度を複数人で作ります
●仕込み ●盛付 ●配膳 ●洗浄など

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

勤務地/合志市役所　未経験者歓迎
時間/7:30～16:00 休日/土・日・祝祭日
時給/850円～ 交通費支給、制服貸与
各種保険完備、マイカー勤務可
女性が活躍している職場です！

熊本綜合管理 株式会社
東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

清掃スタッフ募集正社員
組立作業、データ入力、事務補助等

冷暖房完備！ 初心者もできる簡単軽作業
9:00～16:30（実働6.5h）　女性活躍中
時給/860円+交通費　各種保険完備
休日/土日祝、夏季、年末年始、GW

ヒラタフィールドエンジニアリング㈱
合志市福原 1-15（セミコンテクノパーク内）

☎096-300-8510 管理課：村上

半導体工場スタッフパ

①プラムロード益城 ②ハートマップ古閑
時給850円～ 6:00～18:00内で応相談
1日3h～、週2～5日　朝だけの勤務可
未経験でも丁寧に教えます♪

株式会社ハートマップ
上益城郡益城町宮園 740-1

☎096-289-7011

高齢者向け住宅 給食調理パ

info@kk-heartmap.com

①介護職員
　(正)17万円～　(パ)時給950円～
②生活相談員
　(正)19万5000円～ (パ)時給1050円～
時間/(正)8:30～17:30
　　 (パ)8:30～17:30内で3h～、週2～5日
休日/日曜休み　他シフト制
業務拡大につき増員募集！

東区桜木 4-17-13
☎096-360-0550 担当：山下

東区桜木デイサービス ①介護職員 ②生活相談員
アットホームで働きやすい職場です！
未経験の方や子育て中の方も
活躍しています！

はーとまっぷ桜木
デイサービスセンター

パ正

結婚・出産後も安心して働けるよう
院内に無料学童スペース完備
子育て世代に喜ばれています
時間/8:30～17:30・16:30～8:30
給与/21万～26万円+夜勤手当+交通費

《手当》 年間休日108日　残業ほぼ無し
❶夜勤1万2000円　❷皆勤　❸職能
❹昇給、賞与　❺退職金制度など

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

看護師　【療養型病棟】◆定年後のシニア多数◆
入社祝い金 【10万円支給】
院内置き食「おかん」設置
2交替制　夜勤4回勤務

北部病院
医療法人社団 原武会

正社員

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

春から道の駅のレストラン
スタッフの一員 ♪
地元で働きたいと思う

「学生」「フリーター」「主婦」「シニア」
………  調理師免許のある方  ………
❶《安定の正社員》　調理全般
時間/7:30～20:00 シフト8h 休/月8日以上
………… 調理補助かホール …………
❷❸《都合で働くパート》

《補助》盛り付け・洗浄などが中心
《ホール》注文をテーブルまで

◆時間日数休日は希望を優先
◆経験などは問いません
地域貢献に思いを持った男女が
地元特産の食材のレストランで活躍中
正社員さんは希望、経験を考慮しながら
パートさんも無理のない範囲など
やさしい店長さんが丁寧に対応します

《旭志牛レストラン》　❶❷キッチン　❸注文係り

☎0968-37-3719

菊池市旭志川辺1886
（JA菊池となり）

←
店
内

給与/19万円～+賞与
時給/1000円～+交通費
短期/社会人900円 学生870円
光の森から車で15分!!

正社員 パート

Iターン・Uターン・転職
パート等 希望を伝えて下さい

制服貸与
まかないあり
昇給あり

R4年7月 増床に伴い大募集【看護・介護・調理】正

福利厚生/各種保険制度
就業支援金あり、退職金制度
慶弔見舞金、昇給・賞与あり
基本給は経験年数に応じて加算

☎096-379-0108
事務部：浅尾

南区出仲間 8-2-15

①看護師　②介護福祉士(正・パ)
③介護士(正・パ)　④栄養士
⑤調理員　⑥ケアサポーター(パ)
正：①18万1700円～ ②15万7400円～
　  ③14万2600円～ ④14万8600円～
　  ⑤13万2600円～
パ：時給②920円～ ③860円～ ⑥821円～
※通勤、住宅、超過勤務等の各種手当有
休日/年間休日107日（シフト制）
特別休暇、有給休暇（1h単位取得可）
時間/①②③5:00～翌9:30内シフト
　　 （実働7.5～8h）　※夜勤あり
④6:00～19:00内シフト（実働7.5～8h）
⑤5:00～19:00内シフト（実働7.5～8h）
⑥8:00～20:00内2h～、週3～5日
※職種によって異なります

詳細は当院ホームページの
〔採用ページ〕でご確認ください→

パ

7月増床に伴い
大募集!

「オンラインで質問 受付中」
移住もやりがいも叶える
天草の訪看とお話しませんか
環境? 人間関係? 内容? など

●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
近々、将来など　ご検討の方へ
❶正 管理者候補　❷正・❸パ 看護師
……在宅ケアの経験は問いません……
資格：正看護師・臨床経験3年 必須
❶正社員給与/37万5000円
❷正社員給与/28万円
別途支給/オンコール、賞与、年末年始他
時間/9:00～18:00　年間休日110日
❸1日3～4hパート　週2～希望日
実働給1件/1655円（30分）3360円（60分）

【待遇】安心できる充実した福利厚生 詳細QR!!
さまざまな人と連携しながら
利用者さんやその家族の気持ちを
共有し合い自分が成長できる喜びで
共に頑張っていきましょう　Lets’try！‼

正看護師  天草へ移住・転職を検討の方 《訪問看護》正

☎096-278-7811

天草市小松原町 12-19
Mセレーノ天草103

はじめてみたら 看護観が
かわってきた…

皆さんの身近な人に
お知らせ下さい

パ

休/土日祝　健康志向のこだわり弁当
月～金の平日9:30～13:30　実働4h

【熊本市役所管内】　ノルマなど無し
40・50・60代といきいきと働けます
時給/830円+昇給 副業にもおすすめ

旬菜家ナチュラルプラス
中央区新町3-8-10 （一新小近く）

☎096-356-6086 14:00～ 担当：兼坂

テイクアウト販売パート
「時間・曜日・日数」 柔軟に対応します
①8:45～12:30　②14:30～17:30
休み/日・祝・火曜土曜午後 他応相談
世代問わず働ける医院です
時給/正看1200円 　准看1100円

土井医院
南区銭塘町 2029-5 （アクアドームより車10分）

☎090-6899-0541 担当：土井

外来　扶養内可　正看・准看パ

丁寧に教えていきます　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/水曜日ほか事前申告◎
まずは慣れていただくことから
盛付・洗い物、来店案内
❶10:00～14:00　❷17:30～20:30
昼だけ、夜だけなどお気軽に!! 　長期◎

《Wワーク・扶養内》調理に意欲がある方歓迎
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
15席のリラックスした
フードコート店
週3日程度～OK　1000円

亜和麺（あわめん）
合志アンビー店

アパ

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
(パート)時給950円 15:15～19:15 詳細面談
午後からの短時間 チームワーク抜群の職場

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
給与/正：固給13万8500円+
　　　 手当 4万7511円、賞与あり
　　 パ：時給900円～　※交通費あり
時間/7:30～18:30（シフト制）車通勤可
休日/日祝他 ※子連れ勤務可（社割あり）

くまたくハウス しんまち保育園
中央区新町 2-12-33 守永ビル1F（新町電停そば）

☎096-356-5603 担当：塚本

新町の保育園 保育士正 パ

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

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

長期の塾講師パ ア

お
申
込
み ☎090-7167-9774

エフ・ツー   担当：藤本 TKUヒューマン  担当：森本

☎096-359-3412

委 …委託業務

パ …パート ア …アルバイト

正 …正社員

勤務地/上益城郡嘉島町井寺431-22
嘉島JCT近く。簡単な組立て業務など
正：月給18万円～ パ・ア：時給821円～ 
時間/8:00～17:00　休日/土日祝
初心者、経験者歓迎！ 問合せください

株式会社プレシード
上益城郡嘉島町井寺 250-9

☎096-235-7727

急募！工場内軽作業正 パ ア

場所/軽自動車検査協会（東区東本町）
時間/13:00～16:30（休憩含、実働6h）
勤務日/金曜日（週1回のみ）
時給/900円
※交通費別途、社会保険有

熊本ビルサービス（株）
中央区出水6-22-15

☎096-378-8190 担当：光永

清掃スタッフ1名パ

●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♪

“地域”と“読者”をつなぐ
大切なお仕事です

 「リビング熊本」のお届けスタッフ

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応募も受付中！詳細あり→

リビング熊本を
配りませんか？

委託業務

◆通勤便利！ きれいな施設でお仕事◎
◎正社員 週休2日、年間休日107日 賞与有
Ⓐ調理【急募】(リーダー)　残業なし
月給/22万1000円～ 6:30～18:30内で8h
Ⓑヘルパー(夜勤週1回程度) ※日勤のみ可
月給/23万円～　夜勤16:00～翌9:00
※Ⓑ夜勤専従など働き方相談可！
◎パート 時間・日数など相談可
①調理【急募】 時給/870円～+1000円(固定)
時間/6:30～10:00、10:00～18:30、
　　  15:00～18:30など働き方色 ！々
②ヘルパー 時給/980～1200円+6000円(固定)
早番6:30～15:30　遅番10:00～19:00
夜勤16:00～翌9:00
…………………………………………
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
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

【介護・調理】 スタッフ大募集！ 未経験も可◎正

人間関係の良さが自慢です
●経験者の方は給与応相談
●正社員登用制度あり

パ

☎096-348-8156
担当：大賀（オオガ）

北区楠 8-18-53

住宅型有料老人ホーム
ハイコムライフ武蔵ヶ丘Ⅰ.Ⅱ

WEBエントリーはこちら↓

施設見学、仕事説明会
毎日開催！

お話だけでもお気軽に！！

❶正社員　看護師(准看)
給与/19万円+資格手当1万円
時間/8:30～17:30　実働8h
❷パート　介護関係の資格者
時給/850円～　平日の希望条件で可
❶❷土日休　❶賞与、各種保険、他福利厚生あり
自分がやってきたことが発揮でき
納得してもらえ、人間関係良好です

東区下江津 6-10-30（ローソン江津セイラタウン入る）
☎096-388-2720

(リビングウイルサポート)

自分らしく働く　【デイケア・看護・介護】
迷っている、夜勤はイヤなど
そんな介護関連資格者の方
キャリア相談に来てみませんか

デイサービス こんぺいとう

正社員 パート


