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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！～

【合志市・須屋】 看護師さん募集！契約

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
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
■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

「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

土日祝休・未経験で始める医師事務補助さん

「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
………………  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
●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
お電話で詳細を聞いて、ご応募するか決められます新病棟 代替看護師国立病院

について
看護部 ドクター
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熊本再春医療センター
独立行政法人国立病院機構

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

☎096-242-1000 担当：管理課
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看護休

介護休

育休

制度の充実
福利厚生

休日の充実
魅力のある待遇

院内保育園の預かり

900円時
給

基
本
給21万8200円
賞与年間2.6カ月分程度

自己成長
できるのも
魅力

（前年度）

女性スタッフが多い職場です。
資格や知識、経験　必要ありません
◎準備　◎調理　◎盛付◎　洗浄、片付
❶8:30～14:00　　❷9:00～14:30
❶❷実働5.5h　希望休、日数調整可能！！
5名で、和やかに楽しく、働けます
車通勤可・規定交通費ほか委細面談にて

「未経験から始められる、時間の有効活用」
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

《菊陽町・社員食堂》 土日祝ほか休み重視で「定食づくり」
『チーム作業で、腕を振るおう』
時給880円  若手も中高年も在職中
勤務先企業、三里木駅～車4分

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パート

女性スタッフが多い職場です。
資格や知識、経験　必要ありません
◎準備　◎調理　◎盛付　◎洗浄、片付
シフト/❶8:30～14:00　❷9:00～14:30
❶❷実働5.5h　希望休、日数調整可能！！
5名で、和やかに楽しく、働けます
車通勤可・規定交通費ほか委細面談にて

「未経験から始められる、時間の有効活用」
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

《菊陽町・社員食堂》 土日祝ほか休み重視で「定食づくり」
『チーム作業で、腕を振るおう』
時給880円  若手も中高年も在職中
勤務先企業、三里木駅～車4分

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パート

こども達が大好き!!
ず～っと続けたり、復職したりが叶う
短時間もフルタイムも希望通り
業務/見守りや見送りが中心
楽器苦手、保育から離れてた、も心配不要!!

浅い復職・退職後など経験は問いません
時間聞きます/9:30～15:30内短時間～◎
…15:30キッカリ退勤…合間に働く時短…

東区湖東 2-6-14（ウエスト湖東店そば）
☎096-288-6937

【東区湖東】　条件が適う、保育士さんを続けませんか
19名以下、0～2歳児の
赤ちゃんの乳児保育
働きやすさが自慢　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

週休2日・1日7.5h以上シフト制
時間/9:40～19:00内応相談◎
美容経験、知識不問で働けます

規定交通費支給あり・制服貸与
社員食堂や休憩室の利用可
保育園の併設
産休育休制度・試用期間あり
女性に寄り添った、勤務先!!　福利厚生充実

中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：田村・吉沢

【コスメショップ】 百貨店・接客販売
本館1F/ランコム・クリニーク
派遣社員として長期雇用

時給1200円～

鶴屋ビジネスサポート
有料職業紹介業/43-ユ-300191

派遣事業/(派)43-300298

派遣

週3～・1日5h～　時間/朝・昼・夕
9:40～19:00内　時短も◎　応相談◎
経験が無くても◎　他は希望をききます

社員食堂や休憩室の利用可
働く時間は都合で良いので
いろいろと、相談できます
スタートまでは研修があり、安心!!

【レジスタッフ】 百貨店・食品売り場
時短もフルタイムも、希望に応ず
丁寧に教えます、安心のスタート
時給1000円　経験不問

アパ

中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：田村・吉沢

鶴屋ビジネスサポート
有料職業紹介業/43-ユ-300191

派遣事業/(派)43-300298

勤務エリア/市内・市内近郊
時間/6:30～18:30内4h～【規定交通費】
●早番のできる方、別途手当加算あり
●資格不問　●未経験　●扶養内なども
希望に応じた、パートタイム!!
配膳や料理の手渡しなどはありません
家から近い、が働く理由なら
まずは、電話で問合せてみませんか

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

高齢者施設調理/無資格（温め・仕込み・盛付）
いい条件で働ける、勤務先多数!!
勤・休/希望を最優先します
時給855円+手当1日100円+賞与

有限会社 トマピー
委託給食

パート

転職・復職で無理しない働き方ができる
月～金シフト/7:00～18:30　残業ナシ8h
土曜隔週と日祝の年間休日107日
今年4月「幼稚園型認定こども園」に移行
給与/18～20万円　別途手当と賞与あり

さくら幼稚園
東区長嶺南 1-4-80（日赤病院そば）

☎096-382-2247

保育士/幼稚園教諭正社員

実動は事前に決められる　選択型勤務
書類対応ナシ　着替えの手伝い
保育・食事のサポート　散歩など
要保育士　退職後の方も活躍できます
時給/900～1000円　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

早番・遅番・時短　保育補助パ

子どもの休みと同じ、急な休みにも対応
未経験や資格ナシで、安定収入が魅力
レパートリーが増え、料理の腕も上がりそう♪
…お正月前に採用内定をもらいませんか…
8:00～17:00（8h） または 8:30～15:30（6h）
午前/下処理・準備・調理・配送準備
午後/洗浄・消毒・清掃・片付け
初心者は、野菜剥き作業からの単作業

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

学校が休みのときは、仕事も休み　【給食調理】
休/土日祝・他学校休日は全休
経験不問・ブランク可・車通勤可
時給880円～+規定交通他も充実

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パート

外来か病棟で勤務…希望聞きます
経験に不安をお持ちの方も
丁寧な研修システムが充実していて、安心
無料の学童保育スペースが使えます
時間/8:30～17:30　実働8h《 賞与3.2カ月》

《働きやすさ重視》　残業月1.5h【ほぼ0!!】
皆勤、職能、休日手当1500円など

入職日は相談に応じます…内定は年内◎
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

【日勤の正看護師】 子育て中の方多数在籍
基本給18万3000円～23万円
手当込20万8000円～29万円
週休2日　時間単位有給休暇

北部病院
医療法人社団 原武会

正社員

委託にて名簿の発行を電話で案内
交通費・雇用保険あり　経験優遇
時給/853円～　日祝・隔土休　安定企業
委託された上での電話です、心配なく!!
時/9:00～13:30内で　名簿→発信→案内

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎 497-2（健軍電停より7分）

☎096-289-1300 担当：タナベ

大学・高校同窓会の案内パート

年内に相談して、ゆっくり考えてみたい…
新年から心機一転…新しい職場でなど
療養生活をサポートする訪問看護師を募集
ヴォイスの看護師は、笑顔であふれています
…………… 服薬管理・健康観察・生活支援の援助など ……………
正社員として8h、自由に活動のパート
あなたに合う条件で選択、無理な件数の訪問はありません
●時間/9:00～18:00　　日勤のみ‼　夜勤なし！！
短時間、日数など相談して決められます
●処置や介護ほぼナシ　●実務経験不問　●普免必須

【正社員】実働8h　週休2日　賞与・手当・各種保険
【パート】1日1件～　雇用・労災保険

……………………看護師資格者で、もっと寄り添った仕事がしたい
訪問看護に関わってみたいという方が多く

「多くは事前に面談し、同行訪問を体験されています」ぜひ相談を!! ☎096-277-1603

オンコールなし!!　正看・准看の精神科訪問看護師

VOICE

パ

←
Ｈ
Ｐ

正

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

精神科特化型
訪問看護ステーションヴォイス

1～2件のフリータイム

1500～2000円時
給

28万5000円～40万円
手
当
込

オンコールなし!! 日勤のみ!!

17万円～
正看護師

基本給
准看護師

16万円～基本給

現在子育て、介護中、転職の悩み…と
将来に備えて収入を増やしたいなど
考えているなら、ヴォイスへ

通所・入所の日々の活動をサポート
❶食事提供や体調確認など
❷身の周りの日常生活援助など
働き方/フルタイムや短時間と選択◎
多様な勤務が可能、即相談・事前見学可…
時間/7:30～20:30内応相談
1日8h週4日の業務流れ例
8:30出勤その後生活支援→12:00～休憩
→13:00～生活支援→16:30退勤
正社員/給18万9000円+賞与 週休2日
パート/時給948円+賞与　希望休
資格ナシ、満足度の高い福利厚生

…張り合いのある、充実した暮らし…
私達は人生経験・知識を活かせる
グループホームで、さまざまな
相談・助言を通じ共同生活が
円滑に行えるよう、支援しています

《賞与あり》 障がい者への“生活サポート員”

社会貢献に取り組んでいます
シニア層、年内に「就職」

☎096-358-6234
南区富合町木原101

心陽

正 パ

待遇充実→

★
★
★

障がい者総合
支援センター

定員になり
次第終了

60代からの理想的な生き方
いつまでも輝くために
ここで、働いています

賞与!!正社員・
パートにも

高齢者とのふれあいの中
入職後は多職種のスタッフから
多くのことが学べ、安心して働ける
環境です《中高年の再雇用多数》

早・遅出の回数は相談できます《夜勤はナシ》
年間休日115日　週休2日　福利厚生あり
❶7:00～16:00　❷8:30～17:30
❸10:00～19:00　❹その他

東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

【無資格・未経験】 入院患者さんの介助と見守り
年内入社増員、スピード内定!!
基本給/14万5000円～
手当込/16万3000円～20万円

医療法人弘生会 本庄内科病院

info@honjyo-hp.jp

正

家事や育児中の方………子育て支援
退職後も勤務希望の方…永年勤続可能
研修や資格取得の支援に取組んでいます
❶賞与年2　❷週休2日　❸100円の置食設置
❹時間単位の有給休暇　❺資格1000～3000円
❻休日1500円　❼皆勤5000円
❽レベルに応じて加算など

時間/8:30～17:30　実働8h　残業ほぼナシ!!
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】 定時帰りの日勤の介護・通所デイケア
基本給13万8000～15万円
手当込16万4000～19万1000円
ブランクを気にせず、キャリアUP!!

北部病院
医療法人社団 原武会

正

お料理が好きな方、経験者大歓迎！
手づくりの家庭料理の提供
給　与/月給15万5000円
時　間/9:00～15:00の6h勤務
休　日/日曜日を含めた週休2日制
勤務地/熊本市東区西原2丁目
交通費支給有（規定内）

【応募】 まずは気軽にお電話ください！

愛媛県松山市勝岡町 45-1

☎089-978-0313

≪責任者≫デイサービスの調理員（準社員）
70食を4人体制で調理します。
献立に基づいて、食材発注も
行っていただきます。

有限会社 松山中央給食

契約社員

☎090-8286-2903 担当：ヨシノ

専門知識は必要ありません。
着付けも出来るようになりますよ！

時間／9:30～20:00
　　　実働7h以内のシフト勤務
　　　4～5h勤務もOK

休日／週休2、3日～（要相談）
　　　時間、休日は相談に応じます

時給／910円　昇給、賞与
　　　その他手当規定支給有り

待遇／社会保険完備、制服貸与
　　　交通費支給（当社規定）

まずはお気軽にお電話下さい。

令和5年1月10日以降からの勤務も
大丈夫です

呉服店スタッフ募集！ 経験不問

白水は今年で10周年
九州内を中心に
13店舗展開中

☎096-214-8031 担当：山本
南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません2F

白水  はません店

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

百貨店1月末～　特設会場　❶バレンタインチョコ　❷全国駅弁

かんたん応募!!　高３卒業見込や
進学予定、入社迄のブランク期間
主婦の扶養内、フリーターの空き時間
親子・友人・知人と「今年こそ、参加を」

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

●百貨店、未経験OK…… 2h程度の研修つき
●高時給×日数………… 短期間で高収入を得たい方
●この時期だけ都合よく…期間限定
●複数参加もOK…………好きなコーナーに配属
●どんな服装 …………… 白シャツに黒パンツ・黒スカート

しっかりフォローしますので、安心してください♪
期間内1日～　平日だけ　土日だけと都合よく、楽しんで♪
知識はなくても大丈夫!!　明るく元気に案内!!

【応募・問合せ】WEB＆スマホ＆電話 /// 質問だけOK ///
期間/1月下旬～2月中旬の短期　時間/会場による

…定員をさらに増員、年内応募で希望の売場へGOGO…
収入例/❶10日/9万5000円　❷10日/9万7500円

盛りだくさんの会場、各階テナント、食品、レジも紹介できます
みなさんに交通費は全額支給いたします　【受付は電話もOK!!】

ナンキュウ・スタッフ

//////////// 接客・レジお会計・お渡しの業務です ////////////

8750円

～9750円

日
給

全国駅弁

Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

9500円
日
給

バレンタイン

明日1日だけ
働きたい

期 間
限 定

未経験者大歓迎の
登録制バイト

短 期
長 期

1300円時
給

TCカード受付

お小遣いが欲しい
学生向け

1日1件～　応相談　エリア/尾ノ上・月出
1日2h程度、【週5】または【フリースタイル】
時間/7:00～19:00内で応相談
●生活援助　●身体介助
要資格/HP2級又は介護職員初任者研修者
福利厚生あり　朝だけ、昼だけ、夕方だけ

…時間/働き方に応ず　休み/希望優先…
訪問先はほぼ、同敷地内施設の入居者さん

東区尾ノ上 3-3-1（小峯バス停徒歩5分）
☎096-213-1055

この町で働きたい / 訪問介護登録ヘルパーさん
働きたいときだけ、働く!!
身体介護/時給1700円
生活援助/時給1300円

ホームヘルプサービスセンター
なかよし

パ


