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厚生労働省の委託事業で、納得いく仕事探し

えっ、3カ月後は正社員に！
「紹介予定派遣」って何？

　業務内容や職場の雰囲気がし
っかり分かって、「ここなら大丈
夫！」と確信してから正社員にな
れたらな…。誰もが考えるその
理想、実は厚生労働省が推進す
る「紹介予定派遣」そのものなん
です！　約3カ月間の派遣期間で
“お試し入社”をし、企業と求職者
双方が合意をすれば、直接雇用に
切り替わる、今注目の制度です。

　そのうえ、同社スタッフが間に
入ってくれるのも安心ポイント。
紹介先の企業探しから、履歴書の
添削、面接練習、企業への条件交
渉、就業後のフォロー、雇用を辞退
したい時の代行まで行ってくれま
す。企業に直接聞きづらい・言い
づらい話を何でも相談できるので
入社前の不安も解消。春の正社員
デビューなら今が良い季節です。

アソウ・ヒューマニーセンター
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●コロナの影響でリストラに…。
　シフトが大幅に減らされた
●転職で失敗したくない
●初めての転職で、どう活動した
　らいいか分からない！
●これまでとは別の業界や職種に
　挑戦してみたい
●長く安定した職場で働きたい

同社は求職活動の
心強いパートナー！

●「紹介予定派遣」はこんな人におすすめ

アソウヒューマニーセンター 検索←

住所／中央区上通町3-31肥後水道町ビル6階
営業／9:00～18:00、土日祝休
メール／kumamoto_haken@ahc-net.co.jp

☎096（323）1500申込み・問合せ

「求職活動を手伝ってほしい！」
そんなあなたはオンライン登録➡

3カ月間「派遣」で働くことで
自分に合った職場が見つかる！

正社員を目指す人に
お勧めの働き方

２万円台～、スイス時計も10万円以内！

　心躍るクリスマスシーズン。大
切な人に日頃の感謝を込めて、１
年間頑張った自分へのご褒美に、
「セコンド時計店」へ選りすぐり
の時計を探しに行きませんか？
　手頃な価格帯から揃い、足を運
びやすいお店ながら、国内外の品
質確かな時計がずらり。創業70
年・専門店ならではのラインナッ
プです。オンオフ問わず活躍する

レディースウォッチから、 高品質
なスイス時計、所ジョージさんコ
ラボの限定モデルまで多彩。手に
取って、着けてみて、自分だけの
１本を見つけて下さい。

セコンド時計店
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☎096（353）5428
営業／10:30～19:00、火曜休
住所／中央区安政町6-29（駕町通り沿い）　※価格は税込

セコンド時計店

ギフトや自分へのご褒美に
「Xmasウォッチ」フェア

豊富な取扱いブランド
・PayPay
・au PAY
・クレジット使えますセイコー、ロレックス、

オメガ、タグ・ホイヤー
ハミルトン…などなど

まだまだ
あります↑

SEIKO×世田谷ベース
コラボモデル

スイスブランド ファッショナブルな
「ティソ」 国産ブランド「ルクレア」

Ｘｍａｓウォッチフェア～注目の３ブランド～

❶ ルクレア（写真右・ソーラー式）

左・右LC2004/2万900円～

TVドラマでも使われ、大人の女性から幅広く人気
急上昇！ カラー・素材を多彩に選べるベルトも魅力

❸ ティソ（写真左下・電池式）

T0581091103600/4万4000円

伝統と信頼のスイス時計。機能性はもちろん、肌身
離さず着けたくなる大人のジュエリーウォッチ

ギフトラッピングもＯＫ

❷ SEIKOプレサージュStyle60’s
『所ジョージの世田谷ベース』コラボレーション限定モデ
ル（写真左上・自動巻き）
オリジナルキャラ「ヒヨエル」が潜む文字盤に注目！

7万1500円

お歳暮に、ブランド和牛「あしきた牛」や特産品も

待ってました！　
デコポンの旬、到来です

　キュートな形と爽やかな甘み…
果物の王様と言われる不知火の中
で、光センサーによる品質チェッ
クに合格した果実、「デコポン」。
そんな逸品が、道の駅「芦北でこ
ぽん」で12月1日から販売が開始
されます。
　今年は、雨が少なかったこと
もあり甘みがギュッと凝縮。ずっ
しりとした実の中に濃い果汁がた

っぷり入っているのが多いそう。
「今年も“買い”です」と農家さんも
太鼓判です。
　ほかにも、同店ではお歳暮にぴ
ったりの商品が多数。デコポンの
加工品や地元でとれた海産物の
詰め合わせなど。隣接の観光農園
「いちごの森」で収穫が始まったば
かりのいちごも並んでいます。ぜ
ひ一度来店を。

道の駅 芦北でこぽん

道
の
駅

いちごの入荷も始まっています！

厳正な品質チェックをくぐり抜けた
一級品のデコポンばかりが並びます

営業／9:00～ 19:00　※1月1日・2日休

住所／葦北郡芦北町佐敷443（芦北ICから車で約1分）

JAあしきた ファーマーズマーケット でこぽん

☎09666（61）3020

道の駅「芦北でこぽん」

ブランド和牛「あしきた牛」

●すき焼きや鉄板焼きに！
ロース薄切り（400g）
　　　　……6000円（税込）

●ちょっと奮発して贅沢ディナー
サーロインステーキ焼肉セット
（ステーキ200g×2枚、
 モモ210g）
　　　　……8500円（税込）

【精肉コーナー】

クリスマスイブのディナーをもっと素敵な時間へ

南フランスの趣あふれる
邸宅でフレンチコースを

　今年のイブは、アットホームな
雰囲気で人気の結婚式場「レガロ」
で、Xmas特別ディナーを堪能
しませんか。南フランスのプロヴ
ァンス地方の村をイメージして造
られた建物や、ヨーロッパのアン
ティークを使用したインテリアな
ど、異国情緒たっぷり。まるで海
外を旅しているかのような非日常
的な空間で、心も踊ります。家族

や大切な人との食事をもっと素敵
な時間に彩ってくれますよ。
　同式場専属シェフが腕をふるう
ディナーは、趣向を凝らした創作
フレンチコース。シェフが厳選し
た食材を贅沢に使って、素材の味
わいを存分に活かした料理です。
牛フィレ肉や金目鯛など豪華な
品々、ぜひ心ゆくまで堪能してく
ださい。

グランラセーレ レガロ
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こだわりの創作フレンチに舌鼓を

プロヴァンス地方を思わせる
非日常空間が広がります

Xmas特別ディナー 予約受付中

住所／北区楠3-2-13（P有）
受付／10:30～ 19:00、
第２・4火曜、水曜休（祝日除く）

☎096（337）7800
グランラセーレ レガロ

●コース料理（5品）・ワンドリンク付 ※写真はイメージ

（幼児～小学生）
※税サ込

←HPは
こちらから

開催日／ 12月24日（土）
          受付17:30 ～、開場18:00 ～
料金／大人9680円、小人3630円

12月19日（月）予約締切　※定員20組

●

グランラセーレ
レガロ 武蔵塚駅
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・会場/阿蘇くまもと空港 国内線ターミナルビル前通路
・時間/10:00～ 17:00

12/ ９（金）～12（月）＝西原村・益城町
12/16（金）～19（月）＝大津町・菊陽町

空港マップ・駐車場（有料）情報→

イベント期間中の土曜は、くまモンもやってくる！

　来年３月23日、新旅客ターミ
ナルビルがオープンする阿蘇くま
もと空港で、地元応援イベント「歳
の市」が開催されます！
　西原村・益城町・大津町・菊

陽町の特産品がずらり。野菜や果
物・花木・加工品や工芸品など地
元生産者が丹精込めた自慢の品で
す。期間中の土曜日はくまモンも
登場予定。家族みんなでぜひ。

阿蘇くまもと空港
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☎096（232）2311

空港周辺の４町村から、地元自慢の
特産品やとれたて野菜などが一堂に！

12/10・17（土）には、
くまモンも登場します。お楽しみに！

❶ 西原村＆益城町 ＊12/9（金）～12（月）

❷ 大津町＆菊陽町 ＊12/16（金）～19（月）

住所／上益城郡益城町
　　　大字小谷1802-2

＊イベント内容は予告なく変更となる場合があります。
＊新型コロナウイルスの感染状況次第で、イベントが
　中止になる場合があります。
＊開催中止の場合は、イベント前日までにHPにて
　お知らせします。

西原・益城・大津・菊陽
の特産品が大集合！

※写真はすべてイメージ 

『歳の市』

出店内容の詳細は
12月１日（木）以降、

阿蘇くまもと空港HPにて
公開されます！➡




