介護・入浴介助専従

パート

マニュアル化されて、感染対策も万全!!
『朝ご飯、お味噌汁と1品温めだけ』
『昼・夕下準備、仕込み、片付けがメイン』

小規模多機能ゆう

料理が好きだけど、経験に不安な方でも
対応します 最優先はあなた次第!!
応相談/6:30～18:30 しっかり聞きます

中央区黒髪 6-7-7

☎090-8660-9155 担当：緒方
パート

時々、清掃員!! ❶週2日なら『西区』 ❷週3日なら『南区』

●玄関 ●通路 ●手摺などをモップ拭き
マイペースに…シニアも歓迎します
❶時間/7:00～16:00 9:00～17:00
❷時間/8:30～12:30
休み/❶シフト制又は希望日 ❷希望日
規定交通費・制服貸与・無料Pあり・各種保険

正社員

未経験OK♪

内容/PC入力、電話・来客対応、伝票処理等
給与/14万1800円～18万400円+諸手当
※基本給は経験を考慮して決定
時間/9:00～17:40（実働7時間40分）
※残業が発生する可能性あり
休日/月7～8日
（月で変動）

有名ラーメン店

（株）クリーンエンジェル

大手企業で安心して長期で
働ける環境が自慢です！
交通費支給
（規定内）
、
社保完備

昇給・賞与あり
（業績により決算賞与あり）
車・バイク・自転車通勤可能です

契約社員

☎080-9050-2041 担当：のなか

ユウベルグループ
熊本市東区尾ノ上 2-21-10

☎096-368-7777

勤務地/第二空港線沿い、東部まちづくり
センターバス停から徒歩1分！

❶利用者さんの生活支援や就労支援
時間/6:30～21:00 実働8h シフト
休み/週休2日 【資格者尚可】
❷総務・人事・企画・経理・購買業務全般
時間/8:00～17:00 実働8h
休み/土・日・祝 PC操作必須【経験不問】
勤務/南区 アクアドームより車で15分
※経験者優遇 Pあり、各種保険、通勤手当ほか

10月～11月期間限定！人気のお仕事！

☎080-7624-5906 担当：ふじしま

今すぐここで働きたい！

❶支援員

❷事務員

1160

円～

セレクトショップと雑貨が勢ぞろい！

1100円 ～1200円

時給

誰かの支えになれるしごと
丁寧に細かくサポートします
❶18万～22万円 ❷17万～22万円

済生会熊本福祉センター
〒861-4127

熊本市南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：元松・熊谷

英国グルメ・雑貨

フランス展

京都のグルメ
・工芸品

その他各売場

9/14～9/20

時給/825～1025円（割増込）
時間/①8:30～16:30 ②14:00～22:00
①②休憩60分 実働6～7h

即日～

北海道展 11/2～23
特設
ブースで
魅力を
発信

百貨店発行
カード受付
時給

1300円～
中央区京町1-14-8

☎080-5263-0324 担当：大坪
スカイハイツ1105
厚生労働大臣許可
☎096-355-5482（平日） 43-ユ-010004
（般）43-010089

増員急募!! ワゴン車での『送迎ドライバー』

●週4～ ●日祝休ほか希望日
●熊本市内、合志、菊陽、益城、大津、西原
ほぼ決まったルートで、覚えやすく
経験がなくても、慣れやすい!! 退職後歓迎!!
20代から中高年まで、定着率が高い職場

60歳以上の方も多数活躍中
大・中型1000円～ 普通900円～
ご不明な点は、
気軽に連絡を

菊陽自動車学校
菊陽町原水1430（さんさん公園そば）

☎096-232-2301

永年勤続者在籍 夜勤ナシでも可能な《病棟介護》

●大好評のランチ置き食あり
『100円/個』
全世代がイキイキと活躍中【入社日応相談】
■■夜勤手当月2～4回 7000円/回■■
◎年間休日108日 ◎賞与年3.2カ月
◎皆勤5000円
◎休日手当1500円/日
8:30～17:30 16:30～翌8:30 早遅出あり
■■■ パートタイム歓迎します ■■■
時間については限りなく相談ください

パ ア 【接客等】
「3COINS」オープニングスタッフ大募集！
接客やレジ業務、商品陳列等のお仕事

10/19～

9/28～10/4

大型車の経験や中型免許・普通免許保持で
安全に運転し、生徒さんを送迎ができる方
時間/12:00～18:30 若干変動有

正 パ

ヒアリング・紹介
・決定

時給

1160円
～1300円

ア

会える日時を
カンタン登録

経験を
活かした
販売

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

委

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

9月20日より研修スタート
予定です。お仕事デビューや
ブランクのある方も歓迎！

㈱イズミ
ゆめタウンはません
南区田井島1-2-1

15万5000～17万8000円
時給830円+規定交通費
時間単位での有給休暇取得あり

アクセラ株式会社

☎096-334-1625 担当：西本・永石

北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

パン・和菓子・ケーキの製造補助

Ⓐ有期 日給1万円 Ⓑアルバイト 時給900円
未経験OK！ 短期で稼げるお仕事

時給/①950円 ②900円 （①②研修時給830円）

◆その他のお仕事もお問い合わせください！
◆大学生の方もご応募待ってます！
（勤務日応相談）

（ユウベルプラザ内）

契約 アルバイト

期間/①11/1～11/20（研修2日）
②10/27～11/20（研修5日）

資格/年齢・経験不問、未経験可

熊本市東区健軍 1-28-8

☎096-368-7777 担当：福田・竹永

勤務日数は応相談 交通費は規定による

勤務地/九州BPOセンター（中央区大江 3-1-66）

待遇/交通費規定支給（1日上限2600円）
自転車・バイク通勤OK

天下一品 健軍店

③8:30～13:30 ④9:00～14:30
⑤17:30～22:00
③④⑤休憩30分 実働4～5h

①郵便物の仕分け ②書類チェック（PC操作あり）

時間/①9:00～18:00（実働8h）
②9:30～15:30（実働5h）※時短勤務

有名ラーメン店で正社員として
一緒に働きませんか？
ラーメン好き大歓迎です！

障がい者就労・支援

10月～11月期間限定 10月下旬～勤務開始！
【短期事務】

毎年人気の期間限定 短期事務！
交通費支給！ コロナ対策も徹底！
お友達同士でのご応募OK♪

接客・簡単な調理・経営等

時間/10:00～翌2:00の間でシフト制
休日/月7日
（月曜定休）、有給・慶弔休暇

正社員

CONA（コナ）熊本店
中央区新市街 9-4-2F（ベスト電器そば）

SNS＆TELで簡単登録!! この期間、この会場、この売り場【接客等】

ナンキュウスタッフ

北区高平 2-9-25-205号

待遇/車通勤可、交通費支給、住宅手当
扶養手当、各種保険完備、退職金制度有

長く働ける事務のお仕事

16:00～0:00で希望優先【保険完備】
週1シフトナシ◎ 週末だけ◎ フルタイム◎

委託給食

❶熊本駅の傍分譲マンション
❷病院と施設の管内
時給❶830円 ❷900円

☎096-348-7700 担当：緒方

❶お任せできる方 ❷包丁ナシの仕込み
●飲食業、料理学校、教室経験の方、優遇
●興味がある、
これから覚えたい方、大歓迎

さあ、簡単登録ではじめましょう!!
百貨店内全館/即日～右記参照
時間/9:00～19:30内応相談

有限会社 トマピー

正社員

学校帰りに、
社会人就活中も
主婦家事、Wワーク合間、
シニア
❶1100円～ ❷950円～ 他面談で

ソファ席とカウンター、テーブル席
手作り本格窯焼ピザ＆パスタの
ゆったりとした、イタリアンレストラン

【これまで経験の方、今年も「楽しい」を共有!! リピーター歓迎】
希望に沿う条件で、素早く対応の専任者在籍
友人知人・フリーター・家族にもおすすめしたい
【催事・売場】
「充実度抜群のフォローで収入GET」
自分に合う職種が、
きっと見つかる!! LINE
メール

時間も 休日も、
ライフワークも
事情を考慮、
働きやすいパート
時給850円～+手当+交通費

給与/月固23～28万円 昇給年1、賞与年2
※経験・年齢・能力等を考慮し、優遇します

北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）

体がなまってきた…ジム気分で
健康と、収入UPの両立ができる仕事

◆SNS映え◆イタリアン◆《新市街》夜カフェ・キッチン

『集中して “小遣い” “生活の足し” “貯金”に』
『就活とバイトの両立は限定の催事だから、やる気が涌く…』
『短期＆時短には扶養内をおススメ…』
『時間活用で、何か始めて収入を得たい…』

朝だけ・昼だけ・夕飯だけと選べる 調理員

担当：森本

☎096-359-3412

●資格、経験、男女不問 ●はじめてや掛持ちの方も歓迎
【事前研修後、安心してスタート、経験は知識と自信に】

厚生労働大臣許可番号 派40-ユ-010066号

●1日につき手当つき ●さらに賞与もあり!!
❶上南部 ❷植木 ❸鶴羽田 ❹宇土花園ほか

TKUヒューマン

時給

勤務/熊大そば 小規模多機能事業所
時間/8:30～13:00内3～4h程度
資格や経験に応じて優遇 年齢不問
資格なし可 時給850円～ 休/相談
週3～身体介助 詳細は応相談

画像はポスター

くまもと里親フォーラム

（リビング・ウイル・サポート）

パート

＜8＞

熊本フォスタリング機関協議会

パート

受付時間/平日9:00～18:00

申込みはこちら←

アソウ・ヒューマニーセンター 熊本支店

☎0120-09-1616

日
︵土︶
︑熊本フ

他にも複数求人あり！紹介希望の方はオンライン登録より申込下さい。

月

東区下南部 2-15-11

☎096-388-2720 担当：坂田

登録申込は
こちら←

❶❷ともに別途交通費支給、社会保険即日加入

ォスタリング︵里親養育

登録面談は来社不要！
まずはお電話もしくは
オンライン登録へ
中央区上通町3-31 肥後水道町ビル 6F
（市電徒歩1分 バス徒歩2分）
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担当：藤本

この秋は自分の「好き」を満喫しよ～う
短期・長期で思う存分 楽しい時間♪
「解り易い収入」＆「通勤費全支給」で
メリットが沢山!! はじめるなら、今!!

希望の働き方を
派遣で叶える

❷熊本駅前ビル工事事務所
時間/8:30～17:30 実働8h
残業/基本なし
【特記】開始時間の変更可能 例：9:00～18:00勤務など
【月収例】19万2000円（月20日換算+残業代）

包括支援︶
機関による
﹁里

小規模多機能ふきのとう

ア パ 紹

❶外資系生命保険会社
時間/9:00～17:00 実働7h
残業/月10時間程度
【月収例】20万2830円（月20日換算+残業代）

10

☎090-7167-9774

メリハリつけて働こう
東区日勤のみ 小規模多機能ホーム
時給 ❶880～1000円 ❷850円

❶中央区【桜町】アシスタント事務 ❷西区【春日】一般事務

❶即日～長期派遣/時給1330円/土日祝休み
•資料作成、送付 •PC入力 •電話と来客対応など
❷即日～来年3月頃迄/時給1200円/土日祝休み
•書類作成、請求書処理 •電話と来客対応など

エフ・ツー

土・日休み/デイサービス ❶介護 ❷お昼ごはんづくり

チームワークのとれた【少人数のデイ】
朝10:00～【遅出】なども対応できます
『何歳になっても、人の役に立てるしごと』

☎096-288-6937

親フォーラム﹂が開催さ

ぐるんぱ保育園

れます︒アメリカで人権

派 …派遣社員

時間/8:30～17:30 週1回～ 4～8h
その他、資格手当、福利厚生など面談にて

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）

活動家賞を受賞した女優

『ご一緒に経験し、保育を実践できます』※要資格
月～土/❶午前実働6h ❷午後実働3h 休/相談
【受入れ・遊び・ごはん・おやつ・見送りなど】

サヘル・ローズさんが﹁出

☎096
（227）
6892

❶介護関係の資格者か経験のある方
❷家庭料理が好きで高齢者に優しい方
❶❷年齢不問、経験の浅い方も◎

熊本市小規模保育事業A型保育園

会いこそ生きる力﹂をテ

待遇充実 ❶900円～ ❷1000円～
新卒予定・ブランクも、追加採用!!
❶9:30～15:30 ❷15:30～18:30

全職員が保育士、転職・復職なら
人気の高い・小規模保育園♪♪
❶ 19名以下で体力、
ストレスが軽減
❷行事や会議などが比較的少ない
❸乳児保育が学べる、など

派遣

パート

ーマに講演︒孤児院から

乳幼児】 家庭的なお世話で見守るしごと

養母とともに来日した経

【予約・問合せ】／熊本市フォスタリング機関アグリ

パ …パート ア …アルバイト 紹 …紹介 委 …委託業務
パート【0～2歳

土曜日

2022年度 くまもと里親フォーラム
日時／ 10月15日
（土）14:00 ～ 16:00（受付13:30 ～）
会場／熊本県立劇場
参加費／無料
申込み／電話or右の応募フォームから要予約
定員／会場200人・YouTube100人

お申込み

正 …正社員 契 …契約社員

験を話してくれます︒ほ

●引越し管理士が在勤
→用途や予算ごとにプランを提案
●丁寧で手際の良い作業が好評
●急な引越しにも迅速に対応
●見積もり無料、詳細は問合せを

か︑熊本で活躍する養育

熊本市内の引越しは、1万1000円（税込）～

会場または︑ＹｏｕＴ

検索 ←

里親さんの体験談も︒

熊本

ｕｂｅでの参加も可能で

押入れ産業

熊本店

す︒予約制なので下記か

ら申込みください︒

押入れ産業

防塵性・防カビ性の高いコンテナで
屋内保管。有人管理だから安心です

夏のアウトドア用品や

家電など︑大きな荷物の

収納場所にお困りでは？

それなら同社のトランク

コンテナのサイズは４

ルームを利用して！

種類から選べて︑１カ月

７７００円〜︵税込・保

証付︶
︒保管期間も短期

か ら 長 期 ま で 調 整 可 能︒

急な引越しにも対応でき

ますよ︒気軽に相談を︒

住所／南区流通団地２ノ

☎０９６
︵３７７︶
２２６１

ノ１︵ひろせ梱包運輸㈱内︶
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夏の後片付けは貸倉庫へ

2022年9月3日

旧社名：
『日本郵政スタッフ 株式会社』

≪スタッフ登録がある方≫
お電話にてご応募ください！
≪スタッフ登録がない方≫
お電話か、
二次元バーコードから
面接予約をお願いします

10120-773-505 受付/9:00～18:00（平日）
中央区大江 3-1-66

Ⓑ【アルバイト】9/1～翌年1月末 （時間固定勤務）
内容/パン・和菓子の製造補助。
コンベアで流れ作業。経験不要！
……………………………………………………………………………
時間/9:00～18:00 18:30～3:30 20:00～翌5:00
Ⓐ：社保加入し、安定して働けます
Ⓑ：週1日～勤務OK！シフト相談可
■社内売店でパンの割引販売利用可！

※大江面接時のみ車で来所可！

九州BPOセンター

Ⓐ【契約】有期従業員 3～11カ月間 （昼夜交替勤務）
内容/簡単な製造作業から始め、パン作りの中核的な業務に携わります。

検索

【Ⓐ月収例】22日×1万円+残業30h+深夜60h＝28万5625円
【Ⓑ日給例】昼（900円×8h）＝7200円
夜（900円×8h+深夜手当1350円）＝8550円

山崎製パン㈱ 熊本工場

待遇/交通費支給（規定内）
車通勤可、無料Pあり
社保（法令に則る）、制服貸与
社員食堂利用可（昼・夜食有）
宇城市松橋町浦川内2388（松橋インター近く）

☎0964-33-4535 人事課
受付/9:00～17:00

