
2023年1月21日　土曜日　＜6＞

【南区白藤】❶保育教諭・看護師　❷保育士
【南区内田】❸支援員　❹世話人　❺作業指導員
【中央区南千反畑】❻相談員 ～職場見学実施中～
色んな職種があるのでまずはお問い合わせください
……………………………… 勤 務 時 間………………………………
❶7:00～19:00（8hシフト）　❷8:20～17:20（8h）
❸6:30～21:00（8hシフト）　❹6:00～8:00（2h）　16:00～20:00（4h）
❺8:00～17:00（8h）　　　 ❻8:30～17:30（8h）
休日/❶❷❸年間122日　❶契/土日祝　❹応相談　❺土日　❻土日祝
資格/❶❷保育教諭・保育士　❸❹❺❻不問
………………………………事 業 内 容………………………………

❶済生会しらふじ子ども園…認定こども園
❷済生会なでしこ園…5歳児迄の障がい児への療育支援
❸ほほえみ・かがやき・ウイズ…知的障がい者の福祉的支援
❹グループホーム…朝と夕の食事づくりと清掃
❺済生会ウイズ…クリーニング作業（洗濯たたみ、仕分け等）
❻地域生活定着支援センター…刑余者への生活支援　採用～23年3/31迄雇用

〒861-4127 熊本市南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 総務室採用担当

済生会熊本福祉センター　スタッフ募集正 契 パ

各
施
設
案
内

月
給18万7200円～

月
給20万4800円～

時
給950円

時
給1000～1300円

正社員 短大・専門卒 正社員 大卒

契約 保育教諭 契約 看護師

月
給

正社員 短大・専門卒

18万3900円～
月
給

正社員 大卒

19万5900円～

月
給18万2000円～

月
給19万4000円～

正社員 短大・専門卒 正社員 大卒

●❺ 契約 契約●❻
時
給900円

時
給900円

時
給900円
●❹パート

●❶

●❷

●❸

ライフスタイルに合わせた勤務が可能です
①入社後6カ月は22万円保障給（規定有）
①乗務員 完全歩合制 ※研修中日当有
※時間・シフト等応相談　※法定外残業なし

【給与例】 夜勤の給与平均38万円（繁忙期）
早出・日勤・遅出・夜勤のシフト制（休憩3h）
月21～22日：実働10h　月24～25日：実働8h
資格/①普通自動車1種または2種免許
※①2種未取得者：1種取得後1年以上で19歳以上
…………………………………………
②運行管理者
③コールセンター（予約受付・配車等）
給与/②③基本給14万8000円～+各種手当
　　 ③時給860円～
時間/6:00～翌2:00内で実働8h（相談可）
資格/PC入力等、基本操作ができる方
■ 共通 ■ ……………………………
休日/週休2日（シフト制、相談可）、各種
保険完備、マイカー勤務可、研修期間有

①乗務員 ②運行管理者 ③コールセンター

全車AT車、カーナビ搭載！
2種免許取得費用全額負担！

「充実の福利厚生」「選べるシフト」
女性内勤者率が約7割 『女性応援企業』

☎096-352-4325 担当：稲葉

西区田崎本町
8-30

（田崎橋近く）
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JR熊本駅
待機台数
シェア率 約50％

待機場所が多く
体の負担も少ない
安定した仕事が可能！

流し営業が
少なく休憩も
取りやすい

効率よく配車
できる体制！

1

2

3

正 パ

❶北区/菊南病院そばとグッディ植木そば
❷東区/東部中学～車2分
❸宇城/ 宇土駅～車で10分　
❹他市内・近郊多数!! 質問は気軽に
■高齢者施設内（調理・盛付・洗浄など）■
相談可/6:30～18:30内シフト又は固定
1日の流れは、やり方が決まっていて
とてもシンプルな作業、知識・経験など無く
朝食：みそ汁温めとご飯、副菜の提供
昼食・夕食：複雑なメニューはありません

■経験浅い◎■休/希望◎急な休み◎■
●子育て中、40代・50代・60代活躍中!!
●シニアの激短人気、年金のプラスに!!
安心安全な食事で利用者さんに
喜んでいただき、感染対策も整えています

～福利厚生～交通費、制服貸与、各種保険
どの世代の方も、馴染んで頂ける環境

増員!!　週1～/丁寧なマニュアル《調理スタッフ》

時給855円+手当1日100円
ウレシイ賞与あり

早出の場合/別途加算手当

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

アパ

有限会社 トマピー
委託給食

食事を提供し、健康面も
サポートするしごと

年間休日108日   病床44床   正16名   准8名
基本給19万～26万900円 以下各種手当
職種：2万5000円　準夜：3500円/回
深夜：4500円/回　通し夜勤：9500円/回
休日：2200円/日　 年末年始：5000円/日
扶養：第1子3000円・第2子2000円

オン、オフをつけてプライベートも充実
アットホームで、すぐに慣れます「人気の夜勤」

東区尾ノ上 3-1-34（東京塚バス停徒歩2分）
☎096-381-5151

常勤病棟で夜勤専従として働く/看護師さん
時間16:30～9:00　回数は相談◎

【2交替制】　通し夜勤8回手当込
月収例29万3200～36万4100円

比企病院
医療法人社団 仁風会

正社員

「いよいよスタート」　❶バレンタインチョコ　❷全国駅弁

百貨店  時給1300円  短期・長期あり
この時期、大学卒業までの在籍も多く
社会人のフリーター、主婦の方が
ムリせず続けられる応募が急増中！！

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

友人・知人・家族で、、、一緒に参加もできます
毎年多くの 「楽しかった♪  また来年も♪」 と
お声をいただき、今年もリピーターも多い催事

約2週間の期間中、曜日・日数・時間など【相談できます】
1月だけ、2月だけの方も気軽に!!
■大学生 「卒業旅行の資金に」 「テストが終わったら」
■社会人 「期間限定なのでわかりやすい収入」
■主婦　 「気晴らしになり、自分に・子どもにお小遣い」
……みなさんに交通費全額支給…リピーター歓迎……
収入例：❶10日/9万5000円　❷10日/9万7500円

…【応募・問合せ】LINE&電話 /// 質問だけもOK ///…
◎明日、1日だけ　◎平日1日～　◎土日祝だけ　◎扶養内
❶かわいいチョコやブランドのチョコ
❷おいし～い全国各地の有名駅弁など
催事会場、各階テナント、食品、レジ、飲食、コスメほか

予定がまだ決まらない…そんな方も登録しておけば、OK!!

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

1300円時
給

TCカード受付

ナンキュウ・スタッフ

8750円
～9750円
日
給

全国駅弁
1/25～2/14

未経験大卒予定者も歓迎
登録制バイト

短 期
長 期

9500円
日
給

バレンタイン
1/28～2/14

幸せにする
チョコ選び

た～くさんの駅弁が知れる

休/土日祝と夏休み、冬休み、春休み有　車通勤◎
月～金、残業はほぼナシ、完全週休2日制
未経験◎　仕事復帰主婦さん◎　中高年も◎
内容/準備・調理・配送準備・洗浄・清掃
曜日や時間については柔軟に対応します

❶8:00～17:00（8h） ❷8:30～15:30（6h）
■子供が好き ■料理が好き、興味がある
■扶養内希望 ■シフト調整を希望など

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

《長嶺》 学校給食調理　■資格・経験不問■　入社日相談◎
…新年度に向け増員します…
時給880円～昇給あり　規定交通費
スタート時期は相談できます

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パート

食育やイベントが充実していて
楽しい毎日を過ごせます
❶要保育士・幼稚園免許　❷資格不問
❶正社員/7:00～18:30のシフト
残業ナシ8h　年間休日/97日　福利厚生あり
❷パート/希望優先、短時間可　休/希望日
保育補助業務　楽器苦手OK　子供好きな方
～実際に見学してから相談もできます～

東区長嶺南 1-4-80（農免道路より入る）
☎096-382-2247

日赤病院そば・幼稚園型認定こども園【保育士さん】
❶18～20万円+手当+賞与
新卒・既卒・ブランク問いません
❷900～1000円  ❶❷交通費有

さくら幼稚園

正 パ

●長期　●4月～希望　まずはご相談を!!
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

…お世話好きな主婦さん、多数活躍…
30代～50代の経験のない私たちが
安心してスタートでき
正社員や扶養内で、協力し合う環境の基
社会の一員として大活躍しています

時間/7:30～20:30内応相談できます
◆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

《パート短時間勤務・夕方早め退勤例》
9:00出勤その後生活支援→12:00～休憩
→13:00～生活支援→16:00退勤
…多様な勤務可・即相談・事前見学可…

家庭と両立、障がい者への“生活サポート員”

☎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

賞与!正社員・パートにも
定員になり次第終了

みんなの笑顔のために
相談・助言を通じ

グループホームでの
共同生活を支援しています

●通い高齢者向け12名程度　家庭料理中心
●間仕切りされたキッチンで作業
●平日週3～　●時間9:00～15:00応相談
短時間希望の方も相談できます
経験は不問です　ご飯・汁・おかずなど

献立は事前支給いたします
調理や惣菜の製造経験の方や
60歳以上の中高年の方歓迎

東区下南部2-15-11（本社）
☎096-388-2720（リビングウイルサポート）

【デイサービス調理】お昼ご飯　勤務地❶下江津 ❷下南部
❶❷時給870円+規定交通費
❶こんぺいとう 下江津6-10-30
❷ふきのとう  下南部2-15-11

デイサービス
こんぺいとう・ふきのとう

パート

私たちは働くことに、ワクワクしながら
明るく元気に、自然体で仕事をしています
患者さんに笑顔になって欲しいと願いながら…
❶（准）看護師　資格・経験なしの❷介護 ❸清掃
/////////////////// ❷❸資格・経験は無く応募できます ///////////////////
❶「（准）看護師」　【勤/本庄内科病院・26床】
　入居者・入院患者さんのお世話、診療の介助
❷「介護職員」　【勤/介護医療院心ほか・29床】  ※介護研修補助あり
　入居者・入院患者さんの身の回りのお世話など
❸「清掃員」　【勤/病院・医療院】　館内をピカピカ、モップで掃き拭き

医療法人弘生会グループでは質の向上へ向け、職員へのサポートが充実
【正社員】7:00～19:00内実働8h　　週休2日　賞与・手当・各種保険
【パート】日数・時間・休日は応相談　　雇用・労災保険

■詳細はQRをチェック、電話でも尋ねられます
■事前に見学もできます　「ぜひ相談を!!」

東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

【病院スタッフ】高齢者に優しく対応ができる【中高年・シニア】採用!!正 パ

取
組
み

お
気
軽
に
!!

将来を見据えた50代
60代70代の人生に向き合うシニア層
一歩踏み出して、相談しませんか

本庄内科病院
介護医療院 心ほか

14万～15万円❷基本給

15万8000～

16万8000円

手
当
込

16万～20万円❶基本給

18万3000～

24万3000円

手
当
込

880円❸時給正社員年間休日115日

委託された上での電話です、心配なく!!
時給/900円～　日祝・隔土休　安定企業
時/9:00～13:30内で　名簿→発信→案内
交通費・雇用保険あり　経験者優遇
電話先/大学や高校同窓会の会員

㈱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

委託名簿の発行案内パート

…近々、将来、即日と検討の方へ…
●生まれ育った場所に、Uターン
●地方へ移住希望に、Iターン
●生まれ育った近隣で、など
❶正社員とパート…【ジョイフル東野そば】
勤務/定員40名入居の特定施設
正社員/シフト交替制夜勤月に4回
週5日程度パート/曜日・時間応相談

❷正社員…【はな阿蘇美そば】阿蘇駅車約10分
勤/高齢者住宅で暮らす21名の生活介護
正社員/シフト交替制夜勤

●週休2日 ●残業ナシ ●他各種手当・保険
●規定交通費上限1万5000円迄
資格/介護福祉士優遇　経験尚可

心のユートピアを共に提供できる
仲間を求めています　～地域福祉に貢献～
お会いできる日を楽しみにしています

介護職さん　❶東区の特定施設　❷阿蘇へ移住・転職したい

ユートピア熊本

☎0967-32-2322
阿蘇市小池9

東区秋津
1-1-8

☎096-368-5447

受付

正 パ

❶基本給17万円～＋諸手当
❷基本給15万円～＋諸手当
❶900～1000円

残
業
一
切
な
し

有
給
取
得
率
１
０
０
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　　　 に向けた
応援もします

資
格
取
得
サ
ポ
ー
ト

他
諸
手
当

処
遇
手
当
Ⅰ
・
Ⅱ

復職

つどい

❶簡単な設備点検　❷業者の立会業務
❸駐車場管理　❹外周・共用部清掃の軽作業

…元気に利用者さんへ対応できる方…
人物重視の採用になり、経験は不問
健康的に働いて、安定した収入が得られます
時間/9:00～17:00（7h）　通勤手当・各種保険
資格はいりません　経験者優遇◎　車通勤◎
交通機関も充実◎　※1年毎原則更新

中央区九品寺1-2-23（イオン熊本中央店そば）
☎096-364-6309

九品寺「中高年＆シニア世代に最適」　【ビルの管理人】
時給1000円　土日休み
60代の方が、初めてでも
安心して覚えられます　要普免

㈱シーエムサービス

パート

❶平日だけ　❷週末だけ　❸できる時だけ
●1日5～8h　●週1日～　●扶養内可
時間/8:00～18:30内選択　※希望を聞きます

…休憩なし、フルタイム、組合せなども◎…
学生、主婦、中高年、フリーターに柔軟な例
8:00～13:00　8:30～13:30 9:00～15:00
10:00～16:00 9:30～18:30 13:30～18:30

店内見学後、面談可《事前電話後、来店下さい》
菊池市泗水町豊水3393

☎0968-38-6100 担当：採用係

【アンビー熊本より車で10分】　直売所レジ・品出し等
時給860～880円　通勤手当有
賞与年2回!!　25名内女性20名

「車通勤」　須屋駅～15分くらい

道の駅泗水  養生市場

パート

【中央区・上通り】　月～土・分譲マンションの管理人
新しく、今までより自分らしい働き方を考えてみませんか

玄関・階段・廊下など共用部分の日常清掃と受付対応
●月～金/8:45～17:00実働7h15　●土/8:30～12:15実働3h45

㈱穴吹コミュニティ 熊本営業部
☎096-278-7680 担当/清水〒860-0801 

熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル1F

■■■■ 元気なうちは現役でいたい!!　快適な生活のお手伝い ■■■■
【福利厚生】交通費支給（月15万円迄）制服貸与

雇用・労災・健康・厚生　※契約更新は年度ごとの予定
休み/日・祝ほか年末年始・夏季（年間休日71日）有給あり
日給月給制/14万220円   《日給月給計算方式》 時給855円×4.1週（週40h）
◎実績に応じ年2回の賞与◎　丁寧に教えていきますので、安心ください

～60歳以降の入社・中高年・定年退職後のセカンドキャリア～
体を動かし、運動不足の解消!!　健康的になれ、安定の収入!!
臨機応変に対応していただき、住人の快適な暮らしの手伝い
経験や資格は問いません　笑顔で挨拶ができ、世話好きな方歓迎
応募/電話後、写真貼りの履歴書を下記まで郵送ください
採用手続き後、勤務開始できます　◎質問はお気軽に、どうぞ!!

契約

独自の教材「教具」が用意されています
❶日常生活練習　❷感覚教育　❸言語教育
❹算数教育　❺文化教育　～モンテ経験不問～

子育てが落ち着いた方も、復職不安な方も
定年後の再就職先に…「カムバック応援」
当園でモンテ教育を働きながら学び
こども達の育ちを応援しませんか
■■お子さんと一緒に入園できます■■

南区御幸笛田 4-19-43 （マックスバリュそば）
☎096-378-1511 担当：坂本

【保育士さん】Instagram、Facebook見てね！正

正社員16万円～　パート950円～
正/早出遅出実働8h・週休2日
パ/面談時希望に寄り添います

パ

モンテッソーリ教育
みゆき保育園

勤務/6:40～19:10内のシフトになります
●改札業務　●簡単な清掃
●IC乗車券や乗車券類の販売
1日3～5h程度　シフト制週休2日、他休み有
  ❶ /6:40～9:40・6:40～12:10
  ❶ /9:40～14:40・14:10～19:10
❷❸/7:00～12:10・14:00～19:10

要/簡単なPC入力・普通自動車免許  ※経験等不問

中央区黒髪 3-7-29
☎096-343-2526

総務課 下村

駅での乗車券販売 ①中央区 ②北区 ③合志市
駅/❶藤崎宮前  ❷堀川  ❸御代志
各種保険、制服貸与、車通勤も可
バス電車乗車券支給　時給900円

熊本電気鉄道㈱

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 …アルバイト紹 …紹介

…明るく、コミュニケーション上手な方…
【料理が好き、普段の家事を活かしたい方】

買い物と2名分の食事の提供
時/12:00～17:00（5h）　❶食事付

【綺麗にすることが好きな方】
室内・水回り全般清掃 時/9:00～17:00（7h）

中高年応募◎　交通機関充実◎　車通勤◎
通勤手当・各種保険　※1年毎原則更新

中央区九品寺1-2-23（イオン熊本中央店そば）
☎096-364-6309

「いつもの家事をしごとに」　①家庭の食事作り　②電話対応と清掃
開始前丁寧に、説明します

時給950～1300円 経験に応じ優遇
土日休み　電話質問もOK!!

㈱シーエムサービス

パート


