
2023年2月18日　土曜日　＜14＞

………明るく前向きに取組める方………
時間/9:00～17:00　実働7h
◆通勤手当　◆各種保険
勤/九品寺交差点そば
業務/食事作りなしの家事全般。室内・水廻り
ベランダ等の清掃、及び猫の世話と雑務全般
～中高年も可～　まずは電話にて！！
主婦経験を活かした喜ばれる仕事

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

ハウスキーパーさん！！ 「料理以外の家事全般」
時給1200円～ 経験優遇
土日休み　電話質問もOK!!
1年毎原則更新　通勤に便利

㈱シーエムサービス

パート

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レベルに応じ加算
時間/8:30～17:30 or 16:30～翌8:30

（正）基本給13万8000～15万円
（パ）手当込930円　希望に応ず

《働き易さを重視》 残業月1.5h 【ほぼ0!!】
給与/手当込16万4000～19万1000円

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

介護は楽しい♪日勤or夜勤♪　❶病棟　❷デイケア
資格あり未経験、ブランクも
身に付けた「介護資格」で
知識・強みを活かし再就職!!

北部病院
医療法人社団 原武会

正 パ

そろそろ仕事復帰を検討のメリハリ派
人柄重視で募集　《 定着率抜群》
月～土の午前　9:00～12:30　実働3.5h
月・火・水・金の午後 14:00～17:30 実働3.5h
詳細は面談にて

ON/OFFをつけて働きたい方
地域密着の診療を行っている当院で
ご一緒に活躍してみませんか

【東区 月出】 午前・午後　リハビリ助手
無資格・経験  問いません

休日/日・祝・土曜午後ほか
サポート態勢万全 時給930円～

東区月出 1-3-3（鉄砲塚バス停徒歩2分）
つきで整形外科

パート

☎090-7256-5748 担当：宮薗
hello@tsukide-seikeigeka.jp

准看護師/病棟における看護業務
夕方から、曜日固定も可能です
ベテラン看護師さんが丁寧にサポート
希望に応じ安定した収入を得たい方向き

回数は事前に相談しながらで、◎
病棟経験は気にしないで、応募ください
◆各種保険完備　◆車通勤可ほか
詳しくは面談時、説明します　―採用―

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

東区・夜勤【准看護師さん】/勤務少なく収入が魅力
【2交替制】 通し夜勤・1日～◎
時間16:30～9:00 回数相談◎
休/相談　日給/2万9500円

比企病院
医療法人社団 仁風会

パート

平均月8回程度、皆さん出勤しています
病棟経験は気にしないで、応募ください
◆各種保険完備　◆車通勤可ほか
詳しくは面談時、説明します　―採用―

正看護師/病棟における看護業務
経験少なめ、ブランクがあっても
専門職として、Wワークしながら
安定した収入を得たい方向き

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

東区・夜勤【正看護師さん】/勤務少なく収入が魅力
【2交替制】 通し夜勤・1日～◎
時間16:30～9:00 回数相談◎
休/相談　日給/3万1100円

比企病院
医療法人社団 仁風会

パート

期間/令和5年4月1日～令和6年3月31日
（条件付きで更新あり）

時給/976～1168円（前年度末年齢による）
時間/①7:30～15:30　②8:00～16:00
　　 ③8:45～16:45　②9:00～17:00
　　（シフト制・休憩1h含む）
休日/土日祝、年末年始、夏期休暇（3日間）
待遇/通勤手当、各種保険完備ほか

中央区九品寺 4-24-1
☎096-342-3235

担当：熊本大学総務部労務課  山田

【中央区九品寺】  土・日お休み！ 保育士
保育士勤務経験者優遇◎

詳細については
お問合せ下さい！

熊本大学こばと保育園

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

業務/外来と１、2週間入院の患者さん対応
久しぶりの採用!!　離職率が低い理由？

「人間関係良好・仮眠室設置・急患ほぼナシ」
■正看護師　給与18万円～+各種手当
■准看護師　給与17万円～+各種手当

日勤/月火木金　9:00～17:00（7h）
日勤/水9:00～12:00（3h）土9:00～15:00（5h）
当直日/9:00～翌9:00　詳しくは面談

中央区水前寺3-5-11（JR水前寺駅徒歩2分）
☎096-381-2241 担当：本多

当番制勤務　◆19床・夜勤ができる看護師さん◆
当直4回 手当込22万5000円～+残業手当
当直6回 手当込24万3000円～+残業手当
日祝休・各種保険、手当・賞与3.5他

水前寺大腸肛門科医院

正社員

◆ 新規立ち上げスタッフ募集 ◆
基本給/18万～20万円 社会保険完備
資格手当2万円 時間/9:30～17:30（実働7h）
休日/週休2日（日曜、平日1日）+祝日　
●入社祝い金10万円支給！ 交通費有

株式会社 くまもとホーム
中央区新屋敷 1-2-4-101

☎096-371-4547 担当：福本

不動産宅建士募集正社員

◆ 新規立ち上げスタッフ募集 ◆
ブランク可、週4日・1日4hの短時間
資格を活かして働きませんか？
時給/1500円　資格手当2万円
●入社祝い金5万円支給！　交通費有

株式会社 くまもとホーム
中央区新屋敷 1-2-4-101

☎096-371-4547 担当：福本

不動産宅建士募集パート

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

クラーク

最
大7万4400円
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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

「資格や経験は気にせず、応募ください」
時給/880円～950円　規定交通費あり
時間/8:00～15:30（5.5～6h）

希望休、出勤日数は調整可能！！
カウンター越しに社員さんに提供します
25食を調理、ご飯、みそ汁、主菜の盛付
カウンター返却の食器、機材洗浄
あとは、サッと片付け、退勤!!

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

◆グランメッセ～車10分　社員食堂3名体制/昼食調理

土日祝と長期休+α希望休
平日ランチ業務/家庭との両立も◎

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パ

「資格や経験は気にせず、応募ください」
時給/880円　　規定交通費あり
時間/❶8:30～14:00　❷9:00～14:30

希望休、出勤日数は調整可能！！
できる事からはじめ、チーム力で
社員さんや関係者さんに提供します
仕込みや調理・盛付など
1日5.5h程度、毎日昼過ぎで退勤！！

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・光の森駅～車5分!!◆　社員食堂5名体制/昼食調理
主婦力を武器に働きだそう
土日祝と長期休+α希望休
平日ランチ業務/家庭との両立も◎

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パ

…はじめて・ブランク・転職など…
専業主婦の私は、得意な料理で!!
私は資格があるんだから
自信をもって、チャレンジ!!
…専業主婦→調理補助 ♪企業勤務5年…
簡単な補助から始め、得意は副菜盛付
盛付、器具洗浄、片付けなどの単作業
家でやることと変わらない仕事は
充実し、達成感を得られます

…飲食から転職→調理 ♪学校勤務3年…
きっかけはコロナ禍。資格があり、食育に
興味があったのでタイミングよく学校給食
に転職。働きつつ学べる環境があります

時間/短時間～8h　休/週休2日・シフト・土日祝
時給/880～1100円 月給/16万～18万円
20代30代40代50代60代と笑顔の職場
希望地・こだわり等、まずはお問合せ下さい

家事の経験を活かした ◆調理の仕事相談会◆

☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎
東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）

魚国総本社九州支社
熊本事務所
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《勤務》
市内・近郊

契 パ

❶〈東区〉給食センター/調理・調理補助
❷〈東区〉給食センター/食器の洗浄機かけ
❸〈西区〉整形外科/調理・調理補助
❹〈南区〉病院/レジ・商品発注・品出し
休/❶日、他 ❷土日祝、他 ❸❹シフト 応相談
……❶❷固定時間 ❸❹シフト制……
◆扶養内やWワーク、シフトの相談可◆

「仕込・盛付・洗浄・切込みなど」
●できることから、お任せします………
平日と土曜勤務　時短派？　フルタイム派？
❶時間/6:00～12:00内5h
❷時間/12:00～16:00内4h
❸時間/6:00～19:00内5.5h～8h

「スーパー、コンビニ経験が活かせます」
●レジ操作簡単　未経験でも大丈夫…
空いた時間に発注や品出し　接客が好き!!
❹時間/7:30～19:30内の4h～5h
規定交通費、制服貸与、車通勤可など

【調理】❶❷幼稚園　❸病院　 【売店】❹病院

☎096-213-7000
担当：川瀬

中央区水前寺 6-37-21
（県庁東門入口そば）

パート

コンパスグループ・
ジャパン㈱  熊本事務所

詳細

できるかなぁ？
「難しくはありません」

新南部くら寿司そば
時給1000円

860円❷
❶

時給
電鉄池田駅徒歩6分

900円時給
❸

ゆめタウン
はません横
853円時給

❹❹

仕事も遊びも充実できるお手伝い!!　♪接客のしごと♪

一緒に働くスタッフ募集　時給1160円～
20代・30代に人気 ❶短期・ホワイトデー
40代に人気 ❷アパレル・雑貨・コスメ
50代・60代に人気 ❸デパ地下　レジ・品出し

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

❶華やかな催事 ………… この時期だけの限定品販売
❷ワクワク楽しみながら…大好きな商品に囲まれて接客
❸できることから………「いらっしゃいませ」からスタート

販売未経験でも、気にせず応募ください
……… 【応募】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
予定がまだわからない方…登録だけしておきませんか
時間ができたら、相談しながらスタートできます

●人と話すことが好きな方
●友人知人と応募を希望の方
●接客販売の経験がある方など
時間・曜日は、事前に聞き、柔軟に対応します
幅広い世代の方が現在活躍中です

市内と合志・菊陽・嘉島・益城など全域エリア対応…………
短時間～最大7.5hで希望をききます!!　シフトも固定も可!!

ナンキュウ・スタッフ

ア 派遣

8250～9000円日
給

「大江戸展」3/1～7

9500円日
給

3/1～14

百貨店・商業施設・駅ナカ
・スーパーなど
●イベント催事
●各フロアー　●専門店

新しい
発見ができ
楽しく働きたい

交通費
全額支給

未経験大卒予定者も歓迎
登録制バイト

短 期
長 期 ＬＩＮＥ

1160
1300
1160～
1300円

時
給

その他

主婦さんや学生さん、フリーター
中高年、皆さん歓迎します

“ほのぼのとした店内は居心地良し”
❶普段よく見るレジ　❷精肉内の惣菜

■各部門、スタートしやすい環境■
●10代～60代、70代の幅広さ
●観光レジャーが好きな方◎
●春休みだけ、就職までのつなぎも◎
●1日8h内応相談◎　●扶養内も◎
●週1～時短も短期・長期も◎
●固定・早出・遅出も◎
◆エプロン貸与　◆規定交通費　◆P無料完備

❶レジ専従のため、体力不要!!
❷コロッケ、特産品の揚げ物をお任せ!!

【随時見学・受付中】 安心して電話下さい
早出/8:30～17:30　遅出/9:00～18:30
～慣れるまで、しっかりサポートします～

【地元産の野菜・惣菜物産品】　❶レジ　❷惣菜

☎0968-37-3719
菊池市旭志川辺1886（JA菊池となり）

アパ

道の駅 旭志

お
肉
・

惣
菜
は

こ
ち
ら
‼

← 「
メ
ー
ル
」

も
受
付
中

←

❶バーコード、スマホ決済でピッ
❷加工、パック詰め、陳列
早出・遅出相談可 時給880円～

春に向けた【NEW STAFF】
立寄るだけでワクワク♪
店内の誰もが活躍できる♪

光の森～車で15分

時給/900円～昇給有　休日/面談時
時間/8:30～18:00内応相談
待遇/労災、雇用保険　経験不問
●you+youくまもと等のイベント情報を
　HP・SNSに更新する業務です

㈱エーコープ熊本
北区高平 2-25-57

☎096-344-6337 担当：上田

HP・SNS運用更新業務パ

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

❶手当含16万2000円～ ❷時給900円
❶正社員/シフト・賞与約5カ月
基本給/12万7500円～+昇給
❷パート/9:00～13:30（4.5h）
❶4週8休＆午後休6日　　❷休相談

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

☎096-343-5819 担当：下田

給食・調理正社員 パート

週5、1日3～5h程度 1年後技能手当あり
時間/9:00～18:00　希望優先
休/応相談　規定交通費、有給休暇、賞与
AM～PM～、都合のよい時間で相談◎
正看:時給1100円　准看:時給1000円

外科内科池田医院
中央区八王寺町 12-31（八王寺郵便局まえ）

☎096-378-2231

常勤の外来看護師さんパ


