
2022年3月19日　土曜日　＜20＞

●食事　●排泄　●入浴介助　●物品補充
【経験資格不問】人の役に立つ仕事です

❶常勤正社員　年間休日115日 福利厚生、賞与あり
※シフト制実働8h　その他相談に応じます
日勤/8:30～17:30　 遅出/10:00～19:00

❷非常勤パート　休日/応相談 福利厚生あり
※日数、時間は柔軟に選べます
早終わり/9:00～16:00　遅終わり/10:00～19:00

◆東区◆　入院患者さんの身の回りのお世話
転職を検討の方　未経験で働ける
医療機関の仕事　看護のサポート!!
❶16～18万円　❷1000～1050円

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 パート

❶乳幼児食作りと洗い物　PMおやつ作り
《調理師資格者》　無理のない生活リズム

時間/8:30～15:30実働6h　※応相談

❷朝お迎え後の自由遊び、おむつ交換
《保育士資格》 《幼稚園教諭免許》

時間/7:00～10:00実働3h

時間や曜日の相談は、お気軽に!!
❶事前献立あり　❷楽器演奏はありません

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）
☎096-288-6937

《定員19名以下の0歳～2歳児》　❶お昼ごはん・おやつ　❷受け入れ
❶月～土の安定派 時給900円
❷働くなら朝派 時給1000円
待遇充実♪　職員連携もスムーズ

ぐるんぱ保育園
熊本市小規模保育事業A型保育園

パート

美化環境整備…勤務/竜田口駅そば
●敷地内ごみ回収　●トイレ清掃　●灰皿清掃

《空いた日に、空いた時間に》 全日程も◎
週1日～フリーター、主婦、シニアの方も
友人・知人と一緒に…制服も貸与します
時間❶8:30～13:00　 実働4.5h
時間❷13:00～17:00　実働4h
●メリハリのある働き方にオススメ

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

短期で副業!!　◆北区◆　公園内の屋外巡回【清掃】パ

■ 即日～5月までの短期 ■
幅広い世代で 《急募です》
時給1200～1500円

（株）クリーンエンジェル

反響に基づいた営業スタイル
契約率が高くインセンティブ獲得
●普通自動車免許必須　●宅建免許尚可
時間/9:00～19:00実働8h 週休2日他
賞与ほか福利厚生あり 20～25万円+手当

㈱すいぜんじ公園前不動産
中央区水前寺公園 7-51（水前寺公園電停まえ）

☎096-213-2103

営業に転職しませんか正

電話対応・PC業務・資料整理など
時間/9:00～18:00内5h 家庭事情優遇
AM～◎　PM～◎　週3～5日勤務
休み/土日・祝ほか 交通費、車通勤可
経験不問900円　経験に応じ1100円

㈱すいぜんじ公園前不動産
中央区水前寺公園 7-51（水前寺公園電停まえ）

☎096-213-2103

不動産の事務　経験不問パ

鶴羽田・植木・宇土市花園/6:30～18:30
玉名市岩崎/6:00～20:00

人気の早番、6:00～・9:00～・15:00～
高齢者施設10～40食と少数です
◎つど時間等相談、当日休みにも対応
◎半日、扶養内、フルタイムとの組合せ可能

慣れるまで盛付、洗浄をお願いします
《経験不問》　お母さん世代が活躍中♪

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

エリア拡大週休3日!!【調理】　❶北区　❷宇土　❸玉名パ

昇給や交通費あり 時給850円
❶北部方面　❷立岡公園そば
❸玉の湯そば　すべて車通勤可

有限会社 トマピー
委託給食

日数や家庭事情柔軟に対応　委細面談
時間/8:00～17:00応相談　休/面談時
規定交通費、労災、雇用保険、経験不問
勤/南区富合町 サンサンうきっ子そば
興味ある方ぜひ!! 時給/920円～ 昇給有

横溝グリーン
久留米市上津町 2228-115（本社）

☎090-1161-8564 担当：横溝

観葉植物苗植込み作業パ

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

●病棟勤務の浅い方でも安心
●子育て中には無料学童スペース完備
●定年後も70代現役で活躍中

《手当》 年間休日108日 その他福利厚生充実
❶夜勤1万2000円/回　❷皆勤　❸職能
❹昇給、賞与　　❺退職金制度など
時間/8:30～17:30・16:30～8:30
給与/21万～26万円+夜勤手当+交通費

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

残業ほぼナシ◎　定時帰宅◎　《療養型病棟の看護師》
喜ばれる　ぷち社食「おかん」設置
2交替制　夜勤4回勤務できる方
春の入社　「お祝い金10万円」

北部病院
医療法人社団 原武会

正社員 《分譲マンション》❶1日2h【掃除】　❷1日5h【管理人】
❶水前寺公園そば　8:30～10:30 実働2h 平日の5日《週10h》
❷子飼橋そば　　 10：00～16：00 実働5h 平日の5日《週25h》

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

夜勤、深夜からの転職、家事の合間など定年世代の方向け  ◎即日スタート!!
～ストレスのない、住人の皆さんの快適な暮らしを支えるお手伝い～
●平日の短時間で体力にも無理なく直行直帰定時で帰れます
●家事の合間、定時に終わるので、Wワーク、副業で働ける
●初心者には丁寧に教えます　中高年～シニア活躍中◎ 即日開始◎ 他相談◎
●男女不問、前職や専門知識、経験など問いません　PC入力程度あり

【選べる勤務地】❶時短型：朝2hの共用部清掃　❷しっかり収入型：受付と共用部清掃
❶給与/日給月給制3万3825円　《日給月給計算式 》   時給825円×4.1週
❷給与/日給月給制8万4563円　《日給月給計算式 》  時給825円×4.1週
❶❷交通費（月1万円まで）　❶労災保険　❷雇用保険・労災保険
※制服貸与　契約更新年毎に予定　《実績に応じ賞与年2回》

❶❷休日/土・日・祝ほか　春からの新生活に向けて始めませんか？

日・祝と企業カレンダーによる
指定日は完全にお休みです
時間/7:00～16:00　実働7.5h
資格不問・中高年活躍中
もちろん経験者　大歓迎!!
今こそ転職を繰り返すから卒業して
安定した企業で活躍しませんか
●規定交通費　●制服貸与　●車通勤可

菊池郡大津町室 1011-1
☎090-8627-1744 担当：家入

【大津町】　大手企業内の共用部　掃き拭き清掃
勤/東京エレクトロン　時給850円
菊陽町役場より車で約15分
光の森から車で約20分

株式会社 千代田

パート

「力仕事はありません」　全世代働けます
午前？　午後？　いずれも◎　どちらも◎
室内なので天候に左右されません
❶勤務/帯山　《日赤病院徒歩5分》
8:30～12:30実働4h　13:30～17:15実働3h45
■お子さんと同じ土日・祝休　交通費・制服貸与

❷勤務/城南町 《イオンモール熊本より車10分》
8:30～12:30実働4h　13:00～17:00実働4h

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

【長期・清掃】　❶中央区 病院内　❷南区 病院内と老健施設内パ

●共用拭き掃き ●トイレ清掃
❶月～金の週2、3日　850円
❷月・水・金の週3日だけ900円

（株）クリーンエンジェル

【NEW職員の募集】　心機一転スタートしませんか
常勤2交替　●外来業務　●有床病棟

《手当》賞与・夜勤・通勤・時間外
有給休暇・各種保険・無料Pなど福利厚生充実
時間/平日 8:30～17:30 実働8h（休憩1h）
時間/土　 8:30～12:30 実働4h
時間/夜勤 17:00～翌9:00
休日/日・祝（週40h勤務）まずはお電話を

〒860-0082　西区池田 2-5-22
☎096-323-7770 担当：野中

◆整形外科での経験を積みたい◆　❶看護師さん　❷准看護師さん
4月大津町　肥後大津駅近くに
中村整形外科分院 OPEN
❶20万円　❷18万円　委細面談

中村整形外科医療法人聖孝会

正社員

そろそろ、日勤に変わりたいなぁ～
●日勤×日曜固定休み　●詳細応相談
介護やヘルパー1級等　経験や
前職を優遇　時給/950～1100円
週3～5日フルタイム歓迎!!
慣れるまで時短で…など
要望は融通◎　やりがいを持って
取り組んでいただけると思います

夜勤がつらい、残業がイヤ、ブランクがある
資格や経験を定年後も活かしたい
無資格だけど福祉に関心があるなど

18名利用者さんへ 【介護のサポート】
時間/8:30～17:30応相談
休み/働き方に応ず
業務/日常生活支援と送迎
※運転が苦手な方への対応も可能

◆南区◆リハビリ強化日帰りデイ　介護業務

入社日ご相談に応じます
風通しが良く充実した
待遇の職場です  事前見学◎

☎096-202-6500 9:00～16:00
南区田井島 3-3-100（田迎南小徒歩3分）

あ・ふる～る
デイサービスセンター

パート

フルタイムも  パートも

安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください安心して応募ください

収入UP法　アドバイスします
空き時間に効率よく 車駐車代全額支給
●19:00～翌1:00内　月25日月収例
❶/28万円　18:30～翌1:00　実働6.5h
❷/15万円　21:00～翌1:00　実働4h

トータルボディケア ゆらり庵
中央区辛島町6-2　402号

☎090-4990-1382 担当：緒方

温泉施設内での整体委託

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

定期にお部屋を訪問し　洗濯物を集荷し
仕上がりをお部屋までお届け…

「感染対策も万全です」
時間/8:30～17:00　実働7.5h
社保完備　通勤手当　有給休暇
カート車を用い院内を回っていただきます
40代～60代女性でも重労働はないので
長く続けやすく年金にプラスして収入UP

〒861-4127　南区内田町 3560-1
☎096-223-3330 担当：熊谷

患者さんのクリーニング回収と納品
済生会熊本病院　休み土・日
時給/840円 各種保険 車通勤可
経験不問 お気軽にお電話下さい！

済生会熊本福祉センター

パート

パ …パート

正 …正社員 委 …委託業務

☎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

令和4年7月開院予定！
女性医師の皮膚科クリニック
オープニングスタッフ募集

【 正社員：看護師、医療事務 】
時間/①8:45～18:00（休憩75分）
②8:45～12:45 水・土のみ（休憩なし)
休日/日・祝日ほか
給与/看護師　　19万円～25万円
　　 医療事務　16万円～19万円

【 パート：看護師 】
時間/8:45～18:00の間で4h程度
勤務時間・曜日については相談可
時給/1100円～1400円
-----------------------------------------------
待遇/正社員：賞与年2回、昇給年1回
　　  退職金制度有、社会保険加入
正社員・パート：駐車場無料

【新規開院】　①看護師　②医療事務

一緒に楽しく働ける方を
募集しています
詳細はお気軽にお電話で
問い合わせください

☎090-2715-6072 担当：寺本

東区月出1-8-27（県立大通りバス停徒歩2分）

とくずみ皮ふ科
クリニック

正社員 パート

NEW OPEN!

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

水・木曜の明るい時間帯ならいつでもOK！
「運動不足の解消に♪」「スキマ時間の副業で」
「子どものお迎えついでに、お小遣いもGET！」

……男女不問、経験問いません！ ↓気になる詳細をチェック↓……
≪ 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

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！
≪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

● どんなことをするの？ 少しだけ紹介しちゃいます！ ●
　　①自宅に新聞・折込用のチラシが到着  →
　　②新聞とチラシをセット → ③担当地域へ新聞を配布
　　※ノルマや集金業務はありません

「詳しく知りたい！」「ポスティングは初めて」  お問い合せ下さい！

地域と読者をつなぐお仕事

 「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 お届けスタッフ募集中！

◆女性活躍中！ 平田機工グループの
半導体関連工場◆  安心の簡単軽作業＆
初心者OK　9:00～16:30（実働6.5h）
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

データ入力・事務補助等パ

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


