
2022年10月1日　土曜日　＜12＞

5名体制で見守っていただく仕事
平日12:00～19:00　土7:30～18:00
1日4～5h　 資格者に別途手当あり
経験資格ナシ◎　学生・社会人・シニア◎
時給986円～昇給＋賞与あり　日祝ほか休

学童保育 すいかクラブ
北区植木町広住1

☎096-272-1833 村上(平日12:00～18:00)

植木小内・学童支援保育パート

電話対応・内勤事務　経験ナシOK!!
AM～◎　PM～◎　週3～5　休み/希望に応ず
時間/9:00～18:00内5h　家庭事情優遇
交費あり、マイカー、バス、電車通勤も可
未経験900円　経験により1000～1100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

知識は不要・資料整理パ

大型免許保持の方　まずは
助手席に乗りルート覚えから…
平日/15:30～19:30　　土/8:30～16:00
※平日+土曜の組合せで週30h以内
あなたにベストな環境で、資格を活かす

《 ルート/東区・益城方面など 》
安全運転ができる、定年退職後や
シニアも歓迎　『丁寧に教えます　お電話を』

東区戸島7-4-1（温泉ぶぶたんより車で3分）
☎096-388-6116 採用係まで

教室に通うお子さんの『マイクロバスでの送り迎え』
休/日・毎月29～31・お盆正月ＧＷ
ご不明な点は《電話相談受付中》
時給/1000円+規定交通費

ベストスイミング戸島校

パート

～精神科特化型看護専門ステーション～
不安な思いを一緒に解決し、利用者さんが

「家で安心して暮らせてよかった…」そんな
療養生活を支えたいと、考えているチームです
❶主治医や関連機関との連携でお宅訪問
❷健康観察、服薬管理、傾聴、助言、援助
❸関連機関への連絡　❹受診同行など

……………… 先輩スタッフの同行で、安心できる体制 ………………
◆正社員 9:00～18:00　実働8h　　週休2日　　手当、各種保険
◆パート  上記時間内、休日も希望に応ず　　雇用・労災保険

【POINT】●処置・介護ほぼナシ　●年間休日110日　●直行直帰もエリア相談もOK
・精神科勤務、在宅看護経験がない方も歓迎　・普通自動車免許必須（AT限定可）
・子育て中は時短だけど、ライフスタイルの変化に応じて働きたい…など
結婚・出産・子育て・介護世代へも『働きやすい条件を整えています』
男女不問、話だけでも可能なので安心してお越しください!!

中央区呉服町 2-28-2-101
（呉服町電停そば）

☎096-277-1603
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◆オンコールナシ◆　社用車で1日5～6件程度、訪問看護!!

訪問看護ステーション・ヴォイス

パ

←
Ｈ
Ｐ

28万5000円
～40万円 手当込

都合で働きたい

年収400～500万 賞与3～4カ月

じっくり向き合う、看護

VOICE

1500円
～2000円
時
給

夜勤ナシ

病院以外に
転職したい

正

❶短時間型：●午前だけ　●午後だけ
❷週20時間：●午前も、午後も
❸月16日程度　●フルタイム
❹扶養内　❺Ｗワーク　❻その他
…希望に応じた時間・休日で働けます…
15～30食程度の少数の食事づくり

時間/6:30～18:30　希望に応ず
無料P完備、各種保険、交通費あり

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

【多数】 家庭料理の提供（温め・仕込み・片付け）
855円+1日分手当+賞与も!!
東区・北区・宇土方面　車通勤可
どの世代も歓迎、お待ちしています

有限会社 トマピー
委託給食

パート

水～木曜の明るい時間帯でいつでもOK！
運動不足の解消や、スキマ時間の副業に！
…… 男女・経験不問　主婦や男性も多数！ ↓詳細をチェック↓ ……
■お住まい近隣で、配布部数は平均450部ほど
≪ 月収入例 ≫450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
　　　　　　 ノルマや集金業務はありません
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

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 配布サポーター同時募集！ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
リビング新聞の配布業務：水～金曜のいずれか（1日でも3日でもOK）
給与/歩合制　※時給換算/約1200円（1時間あたり150部の場合）
•新聞とチラシのセット作業（別途給与）ができる方を優先します

詳細はお問い合わせください！

毎週1回、1～2日のお仕事も可

 「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→

委託業務
お届けスタッフ募集中！

健康的に。
ちょっとした
おこづかいに。

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 …アルバイト紹 …紹介委 …委託業務

【短期事務】10月中旬～勤務開始！ お早めにご応募下さい！！

毎年人気の期間限定 短期事務！
＼入社祝金5万円／（条件あり）
勤務地：熊本駅前 または 大江！！

契約社員

◆その他のお仕事も募集中！（書類点検等）
◆お気軽にお問い合わせ下さい

10120-773-505
中央区大江 3-1-66

受付/9:00～18:00（平日）

九州BPOセンター 検索

≪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
※大江面接時のみ車で来所可！

旧社名：『日本郵政スタッフ株式会社』

10月～11月期間限定！人気のお仕事！

勤務地/①②九州BPOセンター （中央区大江 3-1-66）
　　　　 ②熊本駅前センター （西区春日 1-12-10）
待遇/交通費規定支給（1日上限2600円）
自転車・バイク通勤OK
入社祝金5万円支給！（新規でスタッフ登録頂く等条件有）
資格/年齢・経験不問、未経験可

①電話対応（架電メイン）
　期間/A10/27～11/27 ／ ※研修10/27～11/2
　　　  B11/11～11/30 ／ ※研修11/11～11/17

時間/9:00～18:00　※研修9:30～17:30
時給/1300円　　 ※研修860円

②オペレーターサポート
期間/10月中旬～最大1.5カ月程度（業務により異なる）
時間/業務により異なる（実働8h）　※研修1～5日間
時給/1200円～1400円　※研修860円

【外来対応】採血や注射・点滴・処置介助など
●正看護師:1500円　　●准看護師:1200円
ブランク・転職の 『プライベート重視派』
仕事復帰を考える 『メリハリ派』　どっち？？
……………………日数応相談でき、家計の手助に……………………

～ライフスタイルに合った時間を選択してください～
●月～土の午前型…………9:00～13:00
●月・火・水・金の午後型…14:00～18:00

【午前】か【午後】扶養内で働きたいなど、しっかり対応します
非常に和気あいあいとして、人間関係は良好です

『毎日、4hの時短』　『無理なく働ける』　『委細面談』
車通勤OK!!　別途交通費あり　休み/日祝・土曜の午後ほか

『患者さんの笑顔に支えられて、日々頑張っています』
家庭との両立をめざせます、希望などまずは相談ください

東区月出 1-3-3（鉄砲塚バス停徒歩2分）

☎096-213-1666
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【東区】 診療補助の看護師　午前か午後の4hだけ

つきで整形外科

パート

専門性を
身に着けたい

整形経験もブランクも
問わず

午前型or午後型

看護師ライフを
送りましょう～

◎准看
◎正看

MAIL

分譲マンション　清掃員 ❶中央区　管理員 ❷中央区 ❸東区
勤務/❶市立図書館そば 　❷子飼橋そば 　❸県立大学そば
休み/❶❷土日・祝ほか ❸日・祝ほか　 通勤手当/❶1万円迄 ❷❸15万円迄
❶❷❸共有スペースの日常清掃、ゴミ出し　❷❸受付で居住者への対応

㈱穴吹コミュニティ 熊本営業部
■分譲マンションの維持管理業

～ストレスなく、住人の皆さんの快適な暮らしを支えるお手伝い～
❶8:00～12:00（4h）　❷10:00～16:00（5h）　❸10:00～15:00（4h）
日給月給制（4.1週）/❶6万7650円　❷8万4563円　❸8万1180円

《日給月給計算方式》時給825円 × ❶20h　❷25h　❸24h

待遇/制服貸与　※契約更新年毎予定　　保険/❶❷❸労災・雇用
その他/夏季・年末年始の休暇あり　　　　◆ 実績に応じて賞与年2回 ◆
…………………………………………………………………………………
ダイエット、運動不足の解消に 『体を動かし健康的に働く!!』
短時間◎　中高年◎　定年世代◎　直行直帰◎　家事の合間◎
経験は問わず　豊富な人生経験を活かし、研修後にスタート!!

☎096-278-7680  担当/中村
〈郵送〉  〒860-0801 

熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル1F

パート

Ⓐ有期 日給1万円 Ⓑアルバイト 時給1100円
未経験OK！ 短期で稼げるお仕事　高時給！
Ⓐ【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。
Ⓑ【アルバイト】 10/1～11/30　（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。年明けまで延長可能
……………………………………………………………………………
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　年次に向け時給改定↑

■社内売店でパンの割引販売利用可！
【Ⓐ月収例】 22日×1万円+残業30h+深夜60h＝28万5625円
【Ⓑ日給例】 昼（1100円×8h）＝8800円

　　　　　 夜（1100円×8h+深夜手当1500円）＝1万300円 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

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）

パン・和菓子・ケーキの製造補助

山崎製パン㈱ 熊本工場

契約 アルバイト

… 自分らしく働ける職場を目指して …
【福利厚生】❶年間休日108日　❷賞与年3.2カ月

❸時間単位の有給休暇　❹100円の置食設置
【手当】❶皆勤5000円　❷休日1500円/日

❸夜勤2～4回 7000円/回　❹レベルに応じ加算UP
新しい選択として考えてみませんか
家事育児を両立して 《日勤　定時帰り》
子育てが終わり 《日勤夜勤　シフト》

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

《介護病棟》　●日勤のみ　●日勤＆夜勤
8:30～17:30 or 16:30～翌8:30
正）16万3300円～18万3800円
パ）手当込930円　希望に応ず

北部病院
医療法人社団 原武会

正 パ

『時短』『週1』『フルタイム』など希望優先
資格はあるけど経験がなく、不安…

転職したい、もう一度現役に戻りたい…
❶デイサービス　時/8:15～17:15　（8h内相談）
◆定員22名の生活支援　休/土日・祝ほか
❷住宅型有料ホーム　時/16:00～9:00　（週1でも◎）
◆定員10名の看護と介護　休憩・仮眠あり　休/希望
車通勤、各種保険　詳細面談時に聞きます

上益城郡益城町古閑 12-7（ 東稜高校そば）
☎096-237-7361（デイサービスくらら）

◆効率良くを重視した◆　❶デイ・介護　❷有料・夜間対応
自由度の高い有資格者の方へ
❶介護士/860～900円　経験優遇
❷夜勤1回あたり/1万3000円

株式会社ウェルビー

パート

勤務/中央郵便局そば 交通便良し《中央区》
〇ごはん、汁物、おかずが基本の定食形式
〇事前に決まっていて朝10食、夕25食程度
❶月～金 12:30～21:00 実働6h
❷　土　  6:00～17:30 実働6.5h（中抜有）

徒歩3分圏「バス・市電・車通勤」　いずれも可
【休日】日曜日・ＧＷ・お盆・年末年始

※制服貸与、交通費、社保完、有給休暇
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

◎サクラマチ◎　単身者宿泊施設【朝・夜　ご飯づくり】
安定収入で平日だけ探している方
男女年齢・経験・資格・知識不要
❶+❷月収17万円～　（パ）1100円

魚国総本社九州支社
熊本事務所

契約

勤務/就労支援施設内厨房《西区・二本木》
〇家庭料理の基本ができる方
〇男女年齢・経験・資格・知識不要
❶昼60食 9:00～15:00 実働5.5h
❷夕20食 15:00～19:00 実働4h

和やかな雰囲気の中で　協力し合い
4人体制の分業化なので、初心者も歓迎!!

「車通勤」「 JR・バス・市電」　いずれも可
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

◎熊本駅そば◎　介護食ではありません【昼・夜　ご飯づくり】
昼or夕、昼夕との組合せも◎
少日数勤務も◎ お気軽に!!
880円+交通費ほか 休/土・日・祝

魚国総本社九州支社
熊本事務所

契約

短期、単発で【催事】【セール】　長期なら【テナント】【受付】

『百貨店でいろ～んな体験ができます』
❶週替わりでブースに…【催事会場】【セール】
❷売場や限定コーナーに…【テナント・飲食店】
❸百貨店発行のカードを案内…【受付】

紹ア パ

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105
厚生労働大臣許可

43-ユ-010004  （般） 43-010089☎096-355-5482（平日）
☎080-5263-0324 担当：大坪

SNSカウンセリング→面談→ヒアリング→登録→研修後スタート!!
誰しもチャレンジには不安や迷いがあります
だからこそ、専任のサポーターがアドバイス
時間を充実させ、収入を得ることを
選択しませんか
時/9:00～19:30応相談
休/応相談（百貨店・商業施設内）
◎洋服　◎アクセサリー・コスメ
◎雑貨・家庭用品　◎食料品・お菓子
◎レストラン…など全館で
………うれしい、通勤費全額支給など………
●ノルマなし　●未経験も経験の方も、予定にあわせて
10代 20代 30代 40代 50代 60代と大活躍

業務拡大中!!　男女扶養内・フルタイムと「カンタン登録」

MAIL

LINE

ナンキュウスタッフ

経験を
活かした販売

1160円～時給

百貨店発行
カード受付

1300円～
時給

●●●たくさんのチャンスを無限にサポート●●●

EVENT第2弾
増員エントリー

開始

北海道展 11/2～23
応募No.1
催事！
お早めに

1160円
～1300円
時
給

販売◆受付

行列名産品・スイーツ・雑貨
ブースも熊本に初上陸♪

フランス展
10/19～

京都のグルメ
・工芸品
9/28～10/4 1100円～1200円時

給

女性に人気＆喜ぶイベント！


