2022年11月19日

契 …契約社員

正 …正社員

エフ・ツー

広告の
お申込み

リハビリサポート

リハ室助手・主婦さん歓迎・時給900円
明るく、
スムーズに連携ができる方
週5日尚可 ※応相談 資格経験ナシ
丁寧に教えます、安心して応募下さい
時間/9:00～17:00 応相談 P完備

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
正 「笑顔を待っています」

契【市内・近郊】
「栄養士」
「調理師」
時間/8:00～17:00 実働8h 勤務地：東区近辺
P完備 休/週休2日ほか夏・冬・GW

給食と社員食堂へのサポート
給与/20万円～ 前職優遇します
U・Iターン・新卒・転職・復職に!!

正 パ

基本給14万5000～17万円+手当
手当/1～3万円 皆勤/5000円
パート採用もできます 相談を！

北部眼科・小児眼科
❶月・火・水・金/8:30～18:00 9:00～18:30
北区四方寄町 1281-1（四方寄バス停徒歩1分）
❷ 木・土 /8:30～12:30 ※午後は休み
『丁寧にサポートしますので、覚えられます』
☎096-245-1156

賞与3～4カ月

見学や同行訪問
興味がある

①中央区呉服町 2-28-2-101
②中央区保田窪 1-10-46-103

❶毎週平日と土曜午前に勤務したい方
❷働ける曜日で勤務したい方
…………可能な限り対応します…………

ご家庭で普段から調理をされている方
●年齢経験不問 ●パートはじめて、歓迎
❶洗浄、切込み、
タッパー詰めなど
❷主に、食器の洗浄機かけ
難しくはありません・時間や曜日
【相談可】
急な休みへも対応◎ 春・夏・冬休み長期あり

本庄内科病院

東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

●PC基本操作が行え、経験は問いません
●未経験、学習中でも指導体制があり

時間/❶8:00～13:30 ❷12:00～16:00
覚えるまで、丁寧にフォロー 規定交通費有

info@honjyo-hp.jp

新病棟

パート

日祝2200円/回 年末年始5000円
職務2万5000円 賞与3カ月
年間108日休 詳細電話も受付!!
医療法人社団 仁風会

比企病院

東区尾ノ上 3-1-34（東京塚バス停徒歩2分）

☎096-381-5151

ギフト窓口・食品製造（短期）のお仕事

●ギフト窓口にて接客・PC入力等
即日～長期
時給/1000円
時間/10:00～21:30（内4～5h程度）

☎096-334-1625 担当：駒井

新南部スシローそば ❶❷860円
❶シフト、
日祝ほか休
❷月～金、
土日祝ほか休

コンパスグループ・ジャパン㈱
熊本事務所

中央区水前寺 6-37-21（県庁東門入口そば）

☎096-213-7000 担当：川瀬

パ

1200
1300円

北海道
11/23まで

～

あま～い
チョコ大好き!!

海鮮丼や
グルメな弁当
おいしそ～
バレンタイン 1月末～

9500円

全国駅弁 1月末～

8750円
～9750円

どなたでも安心してスタートできます

ナンキュウ・スタッフ

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

パート

♪受入♪見守♪見送 『寄り添った保育ができます』

「こども達も職員も」笑顔が絶えない
み～んな元気で、かわいいですよ♪
……働きやすい体制を強化しました……
「楽器が苦手…」
と心配なあなたも、歓迎!!
時間/❶9:30～15:30 ❷15:30～18:30
要保育士資格 ブランクも可 退職後も◎◎

時給❶900円～ ❷1000円～
❶おやつまでの6h、15:30退勤
❷見送り中心の、
夕方3h程度
熊本市小規模保育事業A型保育園

ぐるんぱ保育園

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）

希望される働き方で、成長のお手伝いを
共に喜び合えたら嬉しいです ～園長

土日祝休・未経験で始める医師事務補助さん

☎096-288-6937

平日のみ・16:30まで

「忙しい医師をサポートする」
しごと
学歴・経験・資格・知識・年齢すべて不問◎
●1日6h/週30h勤務 ●PC入力業務
～来年3月末迄採用 原則年度更新あり

賞与
年2回

7万4400円
（前年度）

「ドクタークラーク」とは ………………………………………………
医師の負担軽減のため医師の指示のもとで
診断書等の文書作成、代行入力、診療陪席などの補助業務です
……………………………………………………………………………
■月～金/週30h勤務（8:30～15:00または9:00～15:30）
■各種保険、規定交通費、厚生年金、各種休暇、車通勤可

900円

育休
介護休
看護休

……………… 土日祝休み、その他休暇制度等充実 ………………
●経験ナシからスキルUPしたい ●明るく、
コミュニケーション上手
独立行政法人国立病院機構
●医療事務経験、歓迎 ●長期間勤務できる方、大歓迎！
……………………………………………………………
同職の方も多く、
わからないことは直ぐに聞ける環境
〒861-1102 合志市須屋 2659（電鉄再春医療センター前駅徒歩1分）
お電話で詳細を聞いて、
ご応募するか決められます
担当：管理課

看護部

パ ア

代替看護師

ドクター
クラーク

☎096-242-1000

道の駅って、楽しい♪ ❶物産館 ❷レストラン

❶売場…●計量●補充●レジ
❶惣菜…●加工●パック詰●陳列
❷キッチン…定食メニューの補助
❷ホール…簡単手書きのオーダー
「学校とバイト」
「家庭、副業のパート」
学歴・年齢不問…フリーシフト◎
…… 短期長期 … 融通ききます ……
【難しくはありません】下記内希望をどうぞ!!
時間/❶9:00～18:00 ❷11:00～21:00
休/希望に応ず 時給/870円～ 昇給あり
1日3～8hのフルタイムまで採用中…
◆制服貸与 ◆まかない ◆規定交通費
◆扶養内 ◆無料P完備などなど
観光スポットが盛り上がるためにも
あなたの笑顔で貢献しませんか
////地元特産品と旭志牛レストラン////
【70代も安心して電話下さい】見学受付中

光の森から車で15分!!

正社員 【病棟・看護師】

◎入職年内 ◎転職復職検討中

●賞与3.2カ月 ●時間単位有給休暇
●有給消化率100％ ●100円置食設置
●院内無料学童スペース
基本給/20万3000円～27万円+手当
夜勤1万2000円/回 皆勤や職能手当
休日1500円/日
交通費、昇給など

● 収入を増やしたい
● 年金のプラスに
週1～、友人知人を誘っても良し
スキマ時間に、家計の足しに

道の駅 旭志

菊池市旭志川辺1886（JA菊池となり）

☎0968-37-3719
←

南区田井島1-2-1

❶調理補助 ❷洗浄

「メール」
も受付中

㈱イズミ
ゆめタウンはません

☎080-5263-0324 担当：大坪
☎096-355-5482（平日）

お肉・
惣菜は
こちら‼
←

●オードブル、お寿司、刺身の盛り付け等
12/23～1/3 年末年始出勤できる方
時間/①0:00～9:00（実働8h）
②6:00～14:00（実働7h）
時給/1000円 ※①の場合深夜割増あり

未経験の方も大歓迎！
明るく楽しい職場です！
車通勤可能、休日はシフト制

9750円

経験ナシで働ける「ドクタークラ ーク」

■要資格/正看護師 安定して取り組める環境
「連休」
「手当充実」
メリハリ派にオススメ!!

毎年応募いただく理由は、経験でしか得られない
「楽しさが盛りだくさんだから」
という声が多数
…待遇抜群 交通費全額支給 時間希望聞きます…

実働7.5h

で医療に携わってみませ んか？

基本給/18万円～27万円
昇給あり
手当込/20万5000～29万5000円

日給

ノルマはありません、効率的に
気軽に応募できるのがメリットです
………初めても、友人同士も登録からはじめよう………
興味がある、接客、にぎやかな場所が好き
短期でイベントに関わりたい方
この時期にしかない人気の催事

1日～
2週間程度
限定だって

まだ
間に合う…

熊本再春医療センター

正社員【病棟・正看護師】
《シフトor日勤》希望を最優先します
……… 実働8h/3交替制で働くか ………
……日勤/実動8h固定で働くか選べます
日勤8:30～17:30 準夜勤16:30～翌0:30
深夜勤0:00～9:00 ※いずれも応相談◎

スマホ・WEB簡単登録!!

最大

国立病院
について

熊本北郵便局

////////// 百貨店、なんて不安に思わなくて大丈夫 //////////
…………希望の出店スペースでの各催事会場…………
「これくださ～い!!」
専用レジで会計しますので
あなたは、代金や商品の受け渡しをするだけ
とてもシンプルな業務です

!!

☎096-233-5456 平日9:00～17:00 総務部

ア パ 紹 【催事増員】
10代～60代!!

～秋・冬に向けて自由に働こう～
未経験、扶養、都合で 1日・短期OK
空き時間・冬休み「集中したいが叶う」
【登録制】好きな時に働いてみよう♪

円

菊池郡菊陽町光の森 2-6-1

❷17:50～翌4:20

時給

万8200円
21
賞与年間2.6カ月分程度

休業中職員の代替
最長３年更新の可能性あり

■3交替or2交替の時間について 4週8休の日勤＆夜勤 週38h45分
3交替：❶8:30～17:15 ❷16:30～翌1:15 ❸0:30～9:15
2交替：❹18:00～9:15
その他：❺
■各種手当、各種保険、規定交通費、賞与、各種休暇の充実
充実した制度や環境で、多くのことを学び専門的な経験で
さらなるやりがいを実感したい方に、
オススメです

制度の充実

自己成長
できるのも、魅力
基本給

科目や配属された部署により、業務は変わります
気になることは、お電話でもご相談可能です

福利厚生

まずは電話連絡後、履歴書を郵送ください ……………………………
標榜診療科
呼吸器内科／腫瘍内科／感染症内科／脳神経内科／消化器内科
循環器内科／代謝内科／リウマチ科／小児科／外科／整形外科
リハビリ科／放射線科／麻酔科／病理診断科／呼吸器外科

休日の充実

給与・充実の待遇で安定した働き方が望めます
例：3交替・夜勤3回 基本給+手当3万5000円程度
～夜勤ができる看護師さん大歓迎！～

魅力のある待遇

院内保育園の預かり

契約 【合志市・須屋】看護師さん募集！

～

…… 服装自由OK …… 副業にも最適 … やって良かった短期バイト!!
【期間】❶ゆうパック配達：12/1～12/30
❷❸ゆうパック仕分け、事務：11/24～12/31
❹年賀状仕分け：12/19～翌年1/5

パート《東区》幼稚園給食センターのサポート

将来希望に応じ『正社員登用』
経験の有無は問いません
時給948円～ 福利厚生あり
医療法人弘生会

←
Ｈ
Ｐ

☎096-277-1603

外来受付/会計業務 ❶土曜午後・日曜休 ❷希望休

平日/8:30～17:30 実働8h
土曜/8:30～12:30 実働4h
「上記時間で、希望を伝えて下さい」

VOICE

ヴォイス

880
950

880

ＭＡＩＬ

精神科特化型
訪問看護ステーション

仕分け

円

ＬＩＮＥ

1500～2000円

年賀はがき

日給

1～2件の
フリータイム

事務

保管整理

応募/電話受付後面談します ※定員になり次第締切りになります
「時間など条件は可能な限り、希望に対応します」
❶❸実働8h ❷実働4～8h or 7～8h ❹実働4～8h

【時間】❶❸8:50～17:50 ❷❹5:50～22:05
❹20:20～翌8:05

～

円

日給

パート

受入れます

時給

【オンコールナシ、夜勤もナシ】フォローアップも万全です……………
スキルや経験不足で困ったらどうしよう…
利用者さん、家族とのコミュニケーションの取り方って…
病院や施設との違いを知りたい…そんな困ったを解決しませんか

16

基本給
万円～

手当込28万5000円～40万円

……………… 気になる点はどしどし、お尋ねください ………………
「事前説明会」納得して、
まずは1件から始めてみませんか
【正看護師・准看護師】●処置、介護ほぼナシ ●年休110日 ●普免必須
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
◆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

准看護師

960
1150
1200
円

時給

17

基本給
万円～

年齢不問、明るく元気な方

正看護師

前歴加算で高収入が目指せます

ヴォイスでは 訪問看護師を「やってて良かった」と
思えるように、
じっくり聞いて、イメージしやすい
体験談を通じて、
ベテラン、
はじめたばかりの
スタッフとの対話から、始めています

東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤
気軽に立寄りを「１日体験◎」

在宅ケアの担い手《訪問看護師》増員中です

熊本綜合管理（株）

仕分け

区分業務

時給

……………… 大学生・社会人・中高年の方も大募集 ………………
経験者も初心者も、友人知人と一緒に、
どうぞ!!

清掃スタッフ急募

各種保険完備、制服貸与、交通費支給
時間/①8:30～16:30 ②17:00～21:00
時給/①正:942円～ パ:860円～ ②正:900円
勤務地/熊本赤十字病院内 休日/土or日
未経験歓迎 女性が活躍中の職場です

賞与3.2カ月 ❶休憩90分

正 パ

NEWメンバー受付中!!

……資格を活かしたい方 大・大募集……
❶市内で食に関する、仕事がしたい
魚国総本社九州支社
❷不況に左右されず、安定収入
熊本事務所
❸チームワークで、健康を支えたい
❹サポート付で、不安なく始めたい
東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）
❺就業中だが、将来を考えて検討したい
☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

受付・入力・会計・電話対応の事務

……… 明るく、元気よく、楽しく!! ………
【年間休日121日】木・土の午後&日祝休
GWや夏季、年末年始
【連休もあり】
育児、介護、看護休業と待遇、福利厚生充実

☎080-9050-2041 担当：のなか

配達

指定車で企業・
個人宅等へ出向

光の森【短期】年末・年始に

パート

勤務/市内・近郊など多数 【希望先優先】

北区高平 2-9-25-205号

日勤 ・夜勤・深夜内実働4～8h 休/応相談
❶要普通免許 ❶❷❸❹規定交通費
※18歳以上 22:00～深夜割増【夜勤・深夜歓迎】
～経験は必要なく、基本作業の繰り返しです～

時給

☎096-289-1300 担当：タナベ

委託給食

有限会社 トマピー

施設職員さんが提供、対面はナシです
役立つ、飽きのこない料理が学べます

❷仕分 ❸事務 ❹年賀状仕分

時給

上益城郡益城町広崎 497-2（健軍電停より7分）

時間/6:30～18:30 週1～OK! 車通勤可
日数、時間、休みについては希望優先

担当：森本

☎096-359-3412

時給

㈱旭出版

資格もナシ・短時間or扶養内で
経験年齢不問◎ 時給855円+手当
やっぱりうれしい、ボーナスあり!!

温め、仕込、盛付とできる作業から
◎学費の足しに、働ける職場として
◎接客に自信がないので、
キッチン

ア 【短期】ゆうパック❶配達

ア …アルバイト

TKUヒューマン

担当：藤本

☎090-7167-9774

パート【施設内】
家庭料理を中心とした調理分担作業

パ …パート

＜12＞

この時期に限定で 、効率よ く

電話案内

紹 …紹介

【即日スタート◎】
早めに電話を …

パート

全国の大学・高校から委託された企業
①9:00～13:30 ②～14:00
日祝・隔土休 交通費・雇用保険あり
時給853円「ノルマなし」経験優遇
卒業名簿を活用した案内なので、安心

派 …派遣社員

土曜日

《働きやすさ重視・年間休日110日》
雑業は月に1.5hのみ 【ほぼ０!!】

パート

今は日勤帯で 時/8:30～17:30
将来夜勤も 時/16:30～8:30
定年後も務める看護師さん多数
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

北区《日勤・看護》ケア・生活サポート・療育・補助の支援

あなたの経験をこの施設でワンステップ!!
はじめても、知識不足も対応します
健康、服薬管理・軽微な医療ケアなど
【要看護師】
ブランクもシニアさん歓迎
休み/働き方次第+水・土日祝
❶児童発達支援 火・木/9:00～15:00
❷放課後等デイサービス
月・火・木・金/14:00～17:30

週1～、負担少なめ◎ 経験ゼロ◎
曜日、
時間指定、
午前or午後◎
1200～1288円 前職優遇昇給有
特定非営利活動法人

ぱんぷきん

北区山室5-3-20（機能病院より車で2分）

☎096-201-3101

