
幼稚園教諭免許及び保育士資格取得者
勤務地/田迎・水前寺・五福（新規）
待遇/当法人規定による　　パート可
写真付履歴書１月１３日土必着郵送

幼稚園教諭・保育士募集（職員）

学校法人　熊本YMCA学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

資格／簿記３級、普通自動車免許
給与／基本給１４万～１６万円
応募／履歴書、合格証（写し）持参
締切：１月１１日木　試験日：１月１５日月

一般事務職

合志市商工会
合志市御代志１８４２

緯096‐242‐0733

時給/９００円　時間/１２：００～２２：３０（土日
祝）　時間応相談。フル可能な方歓迎
休日/応相談　待遇/交通費支給（上限有）
応募/まずはお気軽にお電話下さい

洗い場スタッフ

四季の丘
〒８６０‐００８３　北区大窪２‐９‐１

緯096‐325‐0025（担当/田中）

時間/７：００～１９：００の間で７時間
勤務/済生会みすみ病院内（宇城市三角町）
時給/７４０円～、通勤手当等有
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参

病院内売店販売員（契約職員）

熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４３２３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8000（支部事務局総務係）

放課後及び長期休暇中の児童の
育成や支援業務　保育士可
待遇/当法人規定による　パート可
写真付履歴書１月１３日土必着郵送

児童支援員募集（職員）

学校法人　熊本YMCA学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

時給／８５０円　休日／週休２日
時間／８時３０分～１７時１５分残業なし
年齢／不問
詳細は面談にて、まずはお電話を。

看護助手募集（パート可）

医療法人康生会　小柳病院
熊本市東区山ノ神２丁目２‐８

緯096‐369‐3811（担当/宮田）

幼児教育に関する教員　常勤・非常勤
資格/幼児教育経験５年以上
待遇/当法人規定による
写真付履歴書１月１３日土必着郵送

専門学校教員募集（職員）

学校法人　熊本YMCA学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

受付一般事務　PC操作　事務経験者優遇
勤務地/熊本市帯山・新町・五福（新規）
待遇/当法人規定による　パート可
写真付履歴書１月１３日土必着郵送

学校事務（職員）

学校法人　熊本YMCA学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

月固/①３０～５０万円②２５～５０万円③１５万
円+歩合※能力経験等優遇　時間/８：００
～１７：００　休日/日曜待遇/各保完、手当
有　応募/まずはお気軽にお電話下さい

①板金塗装②溶接工③営業

熊本車輌販売
熊本市中央区白山１丁目４‐９　末永ビル１F
緯096‐362‐5677

時間/８：００～１６：００（５ｈ程度）
※時間応相談　待遇/各種保険
完備　資格/２級ヘルパー以上
時給/１,０００円～＋交通費支給　

病院送迎（ヘルパー）

あすぱる　ケアサポート
〒８６１‐１１１５　合志市豊岡２０５４‐４５
緯096‐200‐1090

月固/①２５～４０万円②１５～３０万円③１３
万円～※能力経験等優遇　時間/８：００
～１７：００　休日/日曜待遇/各保完、手当
有　応募/まずはお気軽にお電話下さい

①バス運転手②運行管理③事務

㈱大栄エクスプレス
熊本市中央区白山１丁目４‐９　末永ビル１F
緯096‐372‐8481

勤務地／人吉市
時間／９：００～１７：００　詳細面談
待遇／昇給有　各種保険完備
応募／履歴書郵送。書類選考後面接

宅建取引士

不動産のウラタ㈱
〒８６８‐００３７　人吉市南泉田町５
緯0966‐22‐2311

勤務／県内全域　資格／経験者優遇
待遇／当社規定に依る（寮完備）
応募／まずはお気軽にお電話下さい
※短・長期アルバイトも歓迎します

㈱西日本テック
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
緯096‐312‐1113

電気工事士急募
※自由出社（嘱託員）
資格／男女不問（高齢者の方も歓迎）
待遇／委細面談（熊本県全域）
応募／まずはお気軽にお電話下さい

㈱西日本テック　省電力推進事業部
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
錆0120‐162‐113

省電力案内業務募集
尾ノ上のバイキングレストラン
です　時給/７４０円　時間/日勤　相
談可　待遇/交通費有　車通勤可　
応募/まず電話でご一報下さい

洗い場スタッフ

ユウベルプラザ
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０
緯096‐368‐7777

インターネット他事務所内業務全般
固給／１３万円～（初任給）＋手当　昇給有
賞与／年２回　各保険退職金制度有
勤務／０９：３０～１８：００　土曜、日曜休

事務・正社員　三角町

㈱ノザキ産業
宇城市三角町中村１０４

緯0964‐52‐2516

訪問介護専門　深夜無し　週休２日
固給２１０,０００円＋実務手当　社保完備
実務経験３年以上　要介福＋同援
委細面談　面接随時　お電話ください

介護福祉士（正社員）

(一社）マーメイドドリームス
熊本市北区鶴羽田２‐１０‐２１
緯096‐295‐8756

給与／当院規定
時間／８：４５～１７：３０他　夜勤有（相談可）
休日／年間１０８日　※パート可
まずはお電話下さい

准看・介護

（医）　芳仁会　山口病院
熊本市西区田崎３丁目１‐１７
緯096‐356‐0666

「ヤマハ英語教室」 講師募集
尾ノ上のバイキングレストラン
です　時給/７５０円　時間/日勤　相
談可　待遇/交通費有　車通勤可　
応募/まず電話でご一報下さい

レストランホール係

ユウベルプラザ
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０
緯096‐368‐7777

勤務地/①熊本市南区②八代市
時間/①１０：００～１９：３０②１１：３０～１７：３０
休日/シフト制（勤務日・時間帯は応相談）
時給/８００円～　昇給・報奨制度あり

レストランスタッフ

株式会社夢創作　熊本オフィス
熊本市中央区水道町７‐１６　富士水道町ビル２F
錆0120‐713‐009（採用担当）

初心者でも可　給与/月固１８０,０００円～経験
による　勤務時間/８：１５～１７：１５　休日/土日
および年末年始（月１回程度土曜出勤あり）
待遇/賞与年２回 通勤手当あり　社保完備

ケアマネジャー（常勤）募集

居宅介護支援事業所　陽だまりの里
八代市高下西町字西寺川２２８０
緯0965‐32‐0083（担当/白濱）

給与／時給８００円～（研修期間あり）
時間／１０：００～１５：００（応相談）
休日／土、日、祝　※年齢不問
応募／まずはお電話下さい

経理・一般事務　募集

ホテルサンルート熊本
熊本市中央区下通１‐７‐１８

緯096‐322‐2211

勤務地/菊池市旭志　時給/８００円～
時間/７時～２１時（実働７.５時間）
休日/シフト（月８日程度）
☆交通費別途支給！社保・有休完備！

セルフガソリンスタンド業務

キャリア・サポート㈱
菊池郡菊陽町光の森７丁目１４‐２
緯096‐233‐3010

配管工事　漏水修理等　固給/１８～２３万円
昇給・賞与有（年２回）　社保・退職金制度有
時間/８：００～１７：３０　休日/日祝、隔週土
資格/普通自動車免許　応募/電話を下さい

配管工（正社員）

株本山設備
熊本市中央区水前寺６丁目７‐２５
緯096‐384‐3511（担当/下川）

募集人員／若干名
職務内容／退院調整業務など
給与／当院規定に準ずる
委細面談・まずはお電話下さい。

社会福祉士募集

熊本リハビリテーション病院
菊池郡菊陽町曲手７６０（第１空港線沿い）
緯096‐232‐3111（事務部/永廣）

アルバイト・パート・正社員・契約社員・代理店募集など求人情報掲載

毎週日曜日の朝刊に掲載
掲載の豊富な情報をご覧ください。

伝票入力、電話対応、売上報告等
勤務地/菊池市　時給/８００円～９００円＋交通費
時間/９時～１８時　休日/土日祝　年齢/４０代迄
☆社保・有休完備！　働きやすい環境です

一般事務

キャリア・サポート㈱
菊池郡菊陽町光の森７丁目１４‐２
緯096‐233‐3010

一般事務・電話受付　固給/１４～１５万円
昇給・賞与有（年２回）　社保・退職金制度有
時間/８：３０～１７：３０　休日/日祝、隔週土
資格/パソコン操作　応募/電話を下さい

一般事務（正社員）

株本山設備
熊本市中央区水前寺６丁目７‐２５
緯096‐384‐3511（担当/下川）

月・火・木・金　８：３０～１７：３０
　　水・土　　８：３０～１２：３０
※詳細はハローワーク又は
　当院までご連絡下さい

准看護師（正職員）

桃崎整形外科
上益城郡甲佐町緑町２７５‐２０
緯096‐235‐8111

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１・２級建築士又はアシスタントから可
※電話後履歴書持参下さい。

建築士急募

㈲ウテナ設計
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町３‐４８
緯096‐345‐0171

勤務/３交代・夜勤専従
給与/詳細は面談にて
お気軽にお電話下さい

看護師・准看護師

熊本内科病院
熊本市中央区手取本町７‐１（鶴屋隣）
緯096‐356‐5500

●●● 契約社員大募集
新規施設オープンのため正社員１０名募集。新たな職場で
働いてみませんか！　※パートも同時募集中（委細面談）
内　容／利用者の方の身の回りのお世話
勤務地／熊本市北区植木町滴水
給　与／月固１６０,０００円～３００,０００円　※経験等を考慮
条　件／経験者優遇、未経験者可、高卒以上・年齢不問
　　　　介護福祉士またはヘルパー２級以上
　　　　または初任者研修あれば尚可
待　遇／夜勤手当、年末年始手当、扶養手当、車通勤可、

通勤手当（上限あり）、処遇改善加算手当、
昇給あり、健康・厚生・雇用・労災保険、
退職金制度あり（勤続３年以上）

時　間／８：３０～１７：３０　早出・遅出・夜勤あり
　　　　別途時間についてはご相談下さい。
休　日／週休２日制、有給休暇あり
応　募／まずはお電話にてお問合せ下さい。
　　　　面接や履歴書など詳細をお知らせいたします。

医療法人社団郁栄会　サンライズ菱形準備室
〒８６１‐５５２４　熊本市北区硯川町７６８‐１

お問合わせ☎096‐275‐2788（かなこぎ苑/担当：井上・赤星・加川）

２０１８年４月開設予定のグループホームでのお仕事

既存の施設で経験 !
早期に入職できます。

☆未経験者大歓迎☆

平成30年4月
新築オープン ！

グループホーム　サンライズ菱形

勤務/８：３０～１８：００
給与/詳細は面談にて
経験のある方希望

医療事務（正職員）

熊本内科病院
熊本市中央区手取本町７‐１（鶴屋隣）
緯096‐356‐5500

幅広い世代の方が活躍中の職場！！
１日４時間＆土日祝休みです☆
扶養内勤務も可能なお仕事！！

内　容/建物内の清掃作業をお任せします。
　　　　廊下のゴミ取りなど簡単作業です。
　　　　女子トイレの清掃があります。
勤務地/熊本地方検察庁
　　　（熊本市中央区京町１‐１２‐１１）
休　日/土日祝、年末年始
資　格/不問　時　給/８００円～８５０円
時　間/８：００～１２：００（４Ｈ）
待　遇/雇用保険（法定）、制服貸与、
　　　　交通費実費支給（２万円迄）
面接は熊本市内にて（詳細は応募連絡時）
総合システム管理㈱
福岡市博多区博多駅東１‐９‐１１
緯092‐441‐4479

清掃スタッフ（パート）
◎スポーツ施設で働きたい方、大募集!!窓口対応・電話応対・事務補助ほか
期間/採用～平成３０年３月３１日（４・１０月更新制）
場所/熊本市総合体育館・青年会館、浜線健康パーク、南部総合スポーツセ

ンター、アクアドームくまもと、託麻スポーツセンター、水前寺野球
場・競技場

内容/●フロント業務（受付・予約管理等）
●プール管理業務（プール受付・監視等）
●トレーニング室業務（トレーニング受付・指導等）
●スポーツ指導（主催事業の指導や補助等）などがあります

日給/６,２４０円（８h勤務）交通費（条件あり）
資格/PCの基本操作が可能な方、スポーツに興味のある方、
　　　　　泳げる方歓迎
応募/履歴書を下記へ郵送または持参◎書類選考後面接
　　　　　詳細はお問合せ下さい。

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

公共スポーツ施設の事務・管理補助
一般財団法人熊本市社会教育振興事業団では、平成３０年４月採用の正規職員を募集します。
職　　種/正規職員
資　　格/必須①高卒以上②昭和６０年４月２日以降に生まれた方③運転免許保持者
　　　　　　④パソコンの基本的操作が出来る方
給　　与/基本給　初任給　高卒/１４２,１００円　大卒/１６１,６００円
勤　務　地/スポーツ施設（熊本市総合体育館、アクアドームくまもと等他）や文化施設（市民会
　　　　　館、熊本市子ども文化会館、健軍文化ホール）のいずれかに配属予定
応募方法/当財団ＨＰ（http://kc-sks.com）より試験案内及び申込書等をダウンロード
　　　　　または事務局にて受け取り、所定の願書にて平成３０年１月１０日㈬までに申し込み
採用試験（１次・２次）/１次試験　平成３０年１月２２日㈪　２次試験　平成３０年２月中旬

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

正規職員募集

正社員（※１）・契約社員（※２）・アルバイト（※２）募集 !! 寮完備 ! 日払い仮払い有（※３） Honda期間従業員【１月中旬ごろ（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３ヶ月間）希望者も歓迎！


