
2022年10月22日　土曜日　＜12＞

保育士/幼稚園教諭  時給900～1000円
時/7:00～18:30応相談　休/応相談
❶朝～13:00　❷昼～18:30
❸朝～13:30など、扶養内時短OK!!
午前のみ、午後のみも希望優先　交通費あり

さくら幼稚園
東区長嶺南 1-4-80（日赤病院そば）

☎096-382-2247

復職可・園児の保育補助パート

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

11/2（水）～23（水）　北海道のイベントスタッフ　追加大・大・募集

❶1日～　❷短期　❸期間内　❹その他
百貨店催事会場/10:00～19:00 応相談
休みも応相談  まずは何事もチャレンジ!!
◎お客様対応 ◎商品お渡し ◎品出しなど

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

●未経験歓迎　●過去経験の方も是非
「期間内で参加いただきます」

会場を盛り上げたい学生さん、主婦さん、フリーターさん
扶養内・フルタイムと、みなさん大歓迎です
スキマ時間の副業やWワークに最適!!
……………うれしい、通勤費全額支給など……………

●ノルマなし　●予定にあわせてスタート
今年も10・20・30・40・50・60代と男女大活躍
SNSカウンセリング→ヒアリング→登録→1日研修
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ナンキュウ・スタッフ

●●空いている時間を有効に♪　楽しく♪　多数ブースあり●●

交通費全額支給

1160円
～1300円
時
給

登
録

1日を充実させ収入を得ることを選択
しませんか　参加お待ちしています

いつから
どのコーナー…
マイペース優先の
バイト!!

11/2～23

●コーナーで北海道の食や工芸品の
接客、陳列、裏方などを希望に応じてお願いします
不安がないように専任のサポーターのアドバイス付き！

8750円
～9750円
日
給

実働 7.5h

～精神科特化型看護専門ステーション～
あなたも、療養生活を支える訪問看護師として
地域に携わってみませんか
◎事務所/❶呉服町 ❷保田窪　◎エリア/市内周辺

……………………… 直行直帰・エリア相談もOK …………………
資格/正看護師、准看護師
❶主治医や関連機関との連携で訪問や受診の同行
❷健康観察、服薬管理、傾聴、助言、援助　　❸関連機関への連絡
Q訪問看護って？……「在宅を支える看護業務です」
Qはじめてなので不安だらけですが？……「先輩が同行します」
Qエリア、時間、回数の融通は？……「男女不問でもちろんOK!!」
……… スタートできるように、まずはお話からでも大丈夫です ………

「気になる方は電話後、ぜひ最寄りの当事務所にお越しください」
●処置や介護はほぼナシ　●年休110日　●普通自動車免許必須
◆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 ☎096-277-1603

夜勤なしで1日5件　オンコールなし【訪問看護】増員中♪

訪問看護ステーション・ヴォイス

パ

←
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年収400～500万 賞与3～4カ月

じっくり向き合う、看護

VOICE
1500
～2000円
時
給

正

①中央区呉服町 2-28-2-101（呉服町電停そば）
②中央区保田窪1-10-46-103

（保田窪1丁目バス停徒歩3分）

正社員

しっかり　　みたい休

しっかり　　ぎたい稼

わたしは「心と心をつなぐ架け橋」
元気になってくれて、ありがとう…

パート

28万5000円
～40万円 手当込

《午前中》準備、調理、提供、洗い物
《午後：おやつ作り》　残業はありません

月～土/8:30～15:30　実働6h内で応相談

❶調理師資格者　　❷日・祝休
❸充実の待遇♪　❹安心・快適な職場
◆◆時間曜日、入社日、相談に応じます ◆◆
実務経験の浅い方、ブランクのある方も
資格を存分に発揮できる環境です

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◆　0～2歳児の離乳食とおやつ作り
15:30退勤の調理師さん!!

時短◎　安定して最大週６日も◎
まずは、見学から…　時給/900円～

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

未経験900円　経験により1000～1100円
時間/9:00～18:00内5hで希望を優先
交通費あり、マイカー、バス、電車通勤も可
内勤事務　経験ナシOK!!　家庭事情優遇
週3～5内の都合で◎　休/希望に応ず

㈱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

増員!!　資料整理と電話対応パート

週3～4程度　時給900円
資格・資格不問　子育て中も活躍中
時間/9:00～16:00　9:00～12:30（土）
日数時間、休み相談◎　P完備　
交通費あり　丁寧に教えます

城間整形外科
西区出町 4-4（肥後BK京町から車で3分）

☎096-311-2800 担当：城間

受付・事務・会計・入力パート

早起さんに最適!!　長期歓迎!!　年齢不問
実働5hすぐに慣れます　時/7:30～13:30
ゆっくり、マイペースに、日常清掃!!
週5内応相談、休みも応相談
時給/853円　車通勤可　即日勤務も可

（一財）熊本県青年会館
中央区水前寺 3-17-15(五差路そば)

☎096-381-6221 担当：浅生

朝の館内清掃と机拭きパート

●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
夜勤1万2000円/回　　皆勤や職能手当
昇給、賞与3.2　加算手当など福利厚生充実

時間/❶8:30～17:30　❷16:30～8:30
給与/20万3000～27万円+手当+交通費
～100円置食設置・時間単位有給休暇・加算手当～

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

将来を見据えて働きたい!!《療養型病棟の看護師》
❶現在子育て中で、日勤のみ
❶❷将来は夜勤もできそう…
年間休日108日　パートも可

北部病院
医療法人社団 原武会

正社員

見学、来校時の子ども、学生、大人への対応
『プライベートに合わせた、勤務◎』

・平日①10:30～14:30  ②15:00～19:00
・土曜①9:00～12:00　 ②13:45～15:15

『曜日、時間を組み合わせた、勤務◎』
・平日①だけ　①のみ祝日休もあり
・平日①か②と土曜の組み合わせ
・土曜①か②どちらか、①と②の組み合わせ

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

来校受付に伴う案内・手続き・電話
休/日・月末3日間+勤務に応ず
GW・夏冬も休みで詳細面談時
860円～交費あり（研修後880円）

ベストスイミング戸島校

パート アルバイト

夜勤ができる看護師さん増員中!!　◆休業代替期間職員大募集◆

≪まずはお電話後、履歴書郵送≫
神経・筋疾患、重症心身障害
成育医療、骨・運動器疾患の
４つの厚生労働省認可の専門施設

☎096-242-1000 担当：管理課

〒861-1102  合志市須屋 2659
（電鉄再春医療センター前駅徒歩1分）

❶病棟での4週8休　日勤＆夜勤
・8:30～17:15　・16:30～翌1:15
・0:40～9:25のシフト　週38h45勤務
❷家庭との両立をバックアップ

契約

●● 充実の福利厚生は男女不問で取得できます ●●

『令和2年11月、全館リニューアル』
あなたの地域における医療に
一層貢献するために充実した
教育システムや多職種でのチーム
により医療人として大きく成長できます

●●● 詳細は各QRで見てみよう!! ●●●
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自分の未来を
創造できる

妊産婦
出産サポート
育児、保育、看護

院内保育園の
預かり

21万8200円2121基本給
各種保険・賞与年2回（年間2.6カ月分程度）

【雇用期間】 ～2023年3月31日まで
※休業者の復帰状況により更新の可能性あり（最長３年）

熊本再春医療センター
独立行政法人国立病院機構

Kumamoto Saishun Medical Center 

子育て・シニア歓迎　保育士/幼稚園教諭
時間/7:00～18:30内シフト　賞与あり
休み/日祝・土曜隔週　昇給、各種保険
持帰りナシ　ブランク可　給/18～20万円
実働8hキッカリ!!　フォロー体制も充実!!

さくら幼稚園
東区長嶺南 1-4-80（日赤病院そば）

☎096-382-2247

業界経験者・保育士正社員

集団調理の資格や経験を活かし
これからも社会貢献したい
施設、飲食店などから転職◎
勤務/東区桜木　　スタッフ数：7名
休み/土・日・祝・夏休み・年末年始・GW

…………経験は浅くても大丈夫…………
時間/7:30~16:30　実働8h　休憩60分
●準備  ●調理  ●片付け　詳細相談可

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

【東区小学校】　子供たちへのおいしい給食づくり
【調理師＆栄養士】の皆さん!!
時給880円 車通勤可 交通費あり
安心できる指導環境でスタート

魚国総本社九州支社
熊本事務所

契

子育てと両立しながら地域医療に貢献!!
不安な方には丁寧に教えていきます
■要資格　経験の浅い等不問
■各種福利厚生あり、昇給、賞与
昇給、賞与、有給、育児・介護休暇、健康診断

【外来受付・会計やレセプト業務】
平日/8:30～17:30　実働8h
土曜/8:30～12:30 実働4h

東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

受付事務　《年休109日》　産休に伴う増員
給与15万5000円～17万5000円
早期に働ける方、歓迎!!
やりがいも抜群 「即日採用」

医療法人弘生会 本庄内科病院

正社員

info@honjyo-hp.jp

本田技研工業㈱熊本製作所内の共有部
（廊下・階段・食堂ホール等）清掃作業

時間/8:00～11:30　3.5h
月～金　週5日勤務　勤務日数相談可
時給/900円　※入社6カ月後910円
年2回感謝金支給（条件あり）
交通費支給　経験不問　扶養内可
勤務地/本田技研工業㈱熊本製作所内

菊池郡大津町平川 1500
☎096-293-6232 管理課 採用担当

工場内共有部分の清掃スタッフ募集
未経験者歓迎　年齢不問
制服貸与　有給休暇制度

まずは気軽にお電話ください

ホンダ開発㈱ 熊本事業部

パート

カジュアルブランド
マックレガーで働きませんか？

まちなかで交通便利♪
大好きな服に囲まれてお仕事できる！
給与/月給17万6000円～（応相談）
時間/9:40～18:40 休憩1h 実働8h
休日/週休2日制　年間105日
待遇/交通費全額支給、社員割引有
　　  社会保険完備、報奨金制度有
資格/経験者優遇　学歴不問
勤務地/中央区上通町6-23 長崎書店
ビル1F　マックレガー熊本上通店

（市電「通町筋」電停より徒歩3分）

【中央区・上通】  アパレル販売スタッフ

☎070-6801-5643 担当：芹澤
東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー9F

双日インフィニティ㈱

契約社員

❶月・火・水・金/8:30～18:00　9:00～18:30
❷木曜・土曜 /8:30～12:30　9:00～13:00
休み/週休2日年間108日　❶休憩90分

育児、介護、看護休業あり　　車通勤可
経験や資格はしっかり、給与に反映します
手当/1～3万円　皆勤/5000円
規定交通費、賞与3カ月分など福利厚生充実
給与/14万5000円～17万円+手当あり

北区四方寄町 1281-1（四方寄バス停徒歩1分）
☎096-245-1156

患者さんへの窓口対応　《経験者優遇》
PCのWord・Excel操作あり
笑顔で丁寧に対応できる方
子育て中の方へはパートも可

北部眼科・小児眼科

正社員

『益城町役場より　車通勤で1分ほど…』
時間/7:00～11:00　月～金実働4h
トイレ、廊下モップ掛けが中心で体力は不要
清掃初めても応募◎　副業◎　中高年活躍中!!

……『マイペース型の早起きさんへ』……
・朝の短時間、午後ゆっくりしたい
・ちょっとだけ、体を動かしたい
・+αで始めてみたいなど、是非連絡下さい

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

オフィスビルで4h定期清掃　『益城の食品工場』
週5程度で日数応相談  朝のパート
うれしい週末の土日が休み
規定交通費・制服貸与　860円

（株）クリーンエンジェル

パート

《朝・昼・夕の食事の提供と片付け》
野菜カット、温め、調理、盛付、洗い物など
皆でサポートします!!　「まずは簡単作業から」
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 

❶短時間　●午前だけ　●午後だけ
❷週20ｈ ●午前も、午後も
❸1日8h　❹扶養内　❺Ｗワークなど希望で

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

15～30食の家庭料理を中心に「温め」「仕込」「調理」
勤務先多数　希望を伝えて下さい
市内・宇土方面　いずれも車通勤可
855円+手当1日分と更に賞与も

有限会社 トマピー
委託給食

パート

面接日時：10月30日（日） 10:00～
面接会場：ニットソーイングクラブ
◎南区田井島1-2-1　ゆめタウンはません店　3階

40代～50代女性活躍中!!
ニットソーイングの指導、デザインをアドバイスしていただくお仕事

勤務/佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ　ゆめタウンはません店

時間/10:00～17:00（実働6h）　※勤務は週3日程度（シフト制）
資格/未経験の方でも大丈夫　※65歳定年　　待遇/研修制度あり
時給/870円　　休日/日曜、夏期・年末年始休あり
……………………………………………………………………………
＜応募＞右記本部へ電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参で
　　　　当日、面接会場へお集まりください
　　　　※どのような洋裁教室かご説明します

人と話すことが好きな方
モノ作りが好きな方 大歓迎！
好きを仕事にしませんか？

カットソーの洋裁教室スタッフ

千葉県船橋市本町 6-9-7（本部）

☎047-425-0154 採用担当

㈱ニットソーイングクラブ

『60分で１着縫いあげる、
夢の洋裁教室』

チャレンジお待ちしています

パート

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 紹 …紹介委 …委託業務

迅速な患者さん対応・時給900円 
時間/10:00～17:00　応相談　P完備
丁寧に教えますので、安心して応募下さい
明るく、スムーズに連携ができる方
週5日できる方尚可 ※応相談 経験不問

城間整形外科
西区出町 4-4（肥後BK京町から車で3分）

☎096-311-2800 担当：城間

リハビリサポートパート


