専門学校建築科教員募集

夜勤者急募

建築科講師・担任業務 常勤職員
資格/実務経験のある方、建築士優遇
待遇/当法人規定による ４月勤務開始
写真付履歴書１１月３０日㈮必着郵送

時間/PM５：３０～AM８：３０ 途中休息可
勤務内容/老人の世話、配膳等
資格/不問、初心者可、年齢不問
給料/
１回１万２千円

学校法人 熊本YMCA学園

峯和会 ヴィラつくれ ゴトクプロジェクト㈱ 小規模多機能施設 つどい クリーンペア九州㈱ 医療法人康生会 小柳病院 九州技術教育専門学校 株式会社TKUヒューマン 株式会社西日本新聞広告社 熊本

〒８６０‐８７３９ 熊本市中央区新町１‐３‐８

菊池郡菊陽町津久礼２６
８４
‐１

オフィスビル清掃員

介護支援専門員・看護職員募集

勤務地/中央区花畑町 週２・３日～可
（正社員・パート）日勤のみ 時間帯応相談
時給/
８００円 交通費規定支給 時間/
７：３０ 給与等/法人規定による（資格考慮）
～１１：３０・１２：３０～１４：３０ 休日/土日祝
遠方の方優遇
◎年齢・経験不問 共用部・専有部清掃
応募/電話後、履歴書持参下さい
福岡市博多区祇園町７‐
２０

阿蘇市小池９番地

館内清掃スタッフ

看護師（外来）常勤

講師（常勤）
・来年度

小包の仕分け作業

広告営業（正社員・若干名）

受付・医療事務

GSスタッフ６０歳以上の方歓迎

健康運動指導士募集

勤務地/中央区古京町 時給/
８５０円
勤務時間/
７：３０～１６：３０
車通勤不可 週６日勤務
詳細は面談時に説明致します。

時間/
８時３０分～１７時１５分 残業なし
給与/固定給２５万円
休日/週休２日 年間休日１１４日
詳細は面談にて、まずはお電話を。

教科／情報、ＣＧ・Ｗｅｂ、映像
勤務地／熊本市、人吉市 委細面談
応募／自筆履歴書（写真付）送付、
書類選考の上、後日面接日など連絡

★最大３０名募集！ 約１ヵ月間のカンタン作業★
勤務地/菊池郡菊陽町（光の森ＧＵ近く）
時給/１,
０００円（夜２２時～翌５時迄は１,
２５０円）
時間/１９：３０～翌４：１５（休憩４５分）車通勤可能!

西日本新聞を主とした広告企画営業
☆新卒、中途・経験の有無は問わず。
給与・休日/当社規定による
応募/履歴書送付、選考後面接日通知

勤務／フルタイム・委細面談
時間／９～１８時
休日／日曜・祝日
まずは履歴書を郵送ください。

仕事／給油の監視及び清掃作業
資格／危険物（乙四類）取得者
時給／８５０円 月１０～１５日程度
選べる勤務地／熊本市内４店舗

職種/院内フィットネス業務
勤務時間/８：３０～１７：００（早出・遅出あり）４週６休
資格/健康運動指導士経験者 給与/当院規定
応募/履歴書送付後面接日をお知らせします

みうた薬局

㈲木下石油 本社

リハビリテーションセンター 熊本回生会病院

東区小山町２
２
１
７
‐
１

熊本市東区山ノ神２丁目２
‐
８

熊本市中央区細工町５
‐
３
５
‐
１

緯096‐353‐6397（担当：村田） 緯096‐285‐3335 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯0967‐32‐2322 緯096‐389‐5263（担当/磯田） 緯096‐369‐3811（担当/宮田） 緯0966‐22‐3412

熊本市北区徳王１丁目６‐５２ TKUぷらざ２F

熊本市中央区新屋敷１
‐
５
‐
１
‐
３階

山鹿市鹿本町御宇田６
６
３
‐
２

緯096‐359‐3412

緯096‐372‐7000

緯0968‐46‐3231

住込（調理・賄い）

病院事務（正職・パート）

倉庫内フォークリフト作業

２ｔ・４ｔダンプドライバー

倉庫内仕分け作業

１０ｔダンプドライバー

学生寮調理パート募集

清掃スタッフ募集

栄養士募集

病院内アシスタント

募集人員／若干名
職務内容／事務業務全般
給与／当院規程による
詳細はお電話にてお問合せ下さい

勤務地/南区富合町 時間/
８：３０～１７：３０
時給/
１,
０５０円 休日/土日祝 待遇/社会
保険完備、制服貸与 要フォークリフト免
許 履歴書不要 出張面接致します

勤務地/熊本市北区楠野町 時間/
７：００～
１６：００ 給与/日給９,
６００円 休日/日祝他
内容/2ｔまたは４ｔ車での回収業務 資格/
中型免許以上 待遇/各保完備

冷凍・冷蔵内作業 勤務地/南区富合町
時間/
８：３０～１７：３０ 時給/
９５０円
休日/土日祝 待遇/社会保険完備、制
服貸与 履歴書不要 出張面接致します

給与/日給１１,
０００円 勤務地/北区楠野
町 休日/日祝他 時間/
７：００～１６：００
内容/戸島～熊本新港までの１０ｔダン
プの運転 資格/大型免許

時間/①５：５０～８：５０②１５：００～１９：４５
時給/①９００円 ②８００円（交通費支給）
未経験者歓迎！ 試用期間３ヶ月
まずはお気軽にお電話ください。

勤務先/阿蘇熊本空港（上益城郡益城町）
給与/時給８００円 通勤手当あり
時間/①８：００～１７：００ ②１７：００～２２：００
休日/シフト休

勤務先/消防学校（益城町惣領）
給与/時給１,
０００円 通勤手当あり
時間/
９：００～１６：００
（内１時間休憩）
休日/土、日、祝日（原則）

勤務地/中央区本荘※資格、経験不問
時間/①７：３０～１５：３０②１１：３０～１９：３０
時給/平日９００円、土日祝９５０円
通勤手当あり 休日/シフト制

熊本リハビリテーション病院 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社
菊池郡菊陽町曲手７
６
０

熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

緯096‐232‐3111（担当/永廣、杉本） 錆0120‐976‐179

錆0120‐976‐179

電気工事一般調査業務

大学事務

一般事務業務

内容／電気工事竣工調査点検
資格／電気工事士（５年以上経験）
給与／委細面談、経験者優遇
勤務時間／８：００～１７：００

時給/
１,
０００円＋交通費 場所/北区 時間/
８：３０～１７：３０、金のみ８：３０～１７：００ 休日/
土日祝 ☆社保完備！大型連休有、車通勤
可 ※事務の実務経験１年以上の方優遇

勤務地/菊池市 時間/
９時～１７時
時 給/
１,
０００円＋交 通 費 休 日/土
日祝（大型連休完備）年齢/
５０代
迄 ※社保、有給、無料駐有。

駐車場スタッフ（パート）

菊池郡菊陽町光の森７丁目１４‐
２

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

上益城郡益城町小谷１
１
８
４
‐
１

緯096‐286‐8664（担当/西山） 緯096‐233‐3010

緯096‐233‐3010

緯096‐289‐0384

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。

整備スタッフ
●●●
（正社員）
募集

在宅医療コーディネーター（営業職・正社員）

〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０

緯096‐288‐2821 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原）

園内管理スタッフ

勤務地/南阿蘇、南小国、水俣、他近隣 日給/給 花と緑あふれる霊園で働きませんか？
与、待遇は面談の上 資格/年齢・経験不問、単身 時給／９００円
夫婦可 免許不要 待遇/移動費有 寮費・食費・ 時間／９：００～１５：００
（休憩１ｈ有）
水光熱費は無料 応募/まずはお電話ください。
シフト制、勤務日相談可
経験者歓迎、スキル・経
サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社 北九州予備校熊本校 ひのくに寮 株式会社 三勢
株式会社 三勢
株式会社 三勢 ジャパンフード㈱九州営業所 資格／要普免、
験不問・先輩スタッフが丁寧に指
熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F 熊本市西区春日２‐３‐２６
（JR熊本駅白川口正面）
熊本市中央区帯山３丁目８
‐
４
４
熊本市中央区帯山３丁目８
‐
４
４
熊本市中央区帯山３丁目８
‐
４
４
熊本市中央区中央街４
‐
２
２
導するので未経験でも大丈夫
錆0120‐976‐179 錆0120‐976‐179 緯096‐324‐3377 緯096‐383‐2341 緯096‐383‐2341 緯096‐383‐2341 0120‐123‐331又は080‐8204‐0215（桑田）
待遇／長期勤務できる方大歓迎！
マイカー通勤可、交通費支給有
（規定有）
アルバイト・パート・正社員・契約社員・
応募／電話連絡の上、履歴書郵送
仕事／駐車場業務
内容/特殊車輌メーカー向け油圧機器・産業用ラジコンの営業、受発注管理、納品 給与／固定給１５５,
０００円～ ※医療事務経験者優遇（未経験でも可）
代理店募集など求人情報掲載
下さい。お問合せも大歓迎！
資格／要普通免許
給与/固定給１８～３０万円 時間/
９：００～１７：４５
（休憩４５分）
時間／８：３０～１７：３０
（月～金）８：３０～１２：３０
（土）
事業／霊園事業運営
時給／当社規定
休日/土日祝 他 待遇/社保完 交通費規定支給 賞与・昇給 退職金制度あり
休日／日曜・祝日・夏季、年末年始他 有休有 週休２日
勤務／週３日午前及び週４日午後
資格/普通自動車免許 勤務地/熊本市東区新外２丁目 ※まずはお電話を。
待遇／各種保険完備、昇給・賞与有、交通費規定支給 まずはお気軽にお電話下さい

株式会社 西田電工 キャリア・サポート㈱ キャリア・サポート㈱ 空港駐車場 ブルースカイU
上益城郡益城町寺迫１３３
８‐３

熊本市南区八幡５
‐
１
７
‐
４
７

病院の送迎ドライバー (契約社員)
給与/固定給１１５,
３７０円＋手当有
資格/要普通免許（AT限定可）
(ワゴン車、他での送迎)
勤務地/八代市内の病院 ※車通勤OK
時間/
５：５０～１９：３０※実働７ｈ
※曜日により変動有
※週４～５日程度の勤務
休日/日曜日、その他指定日
応募/お気軽にお電話下さい。
（採用№K１１３９９）
備考/条件により６８歳まで
雇用延長あり
シニアスタッフ多数活躍中!!
運転が好きな方にぴったり◎

正社員営業職
（熊本市内）
募集

一般事務☆正社員募集☆

オカダインダストリ株式会社

㈲熊本託麻義肢

熊本メモリアルガーデン 株式会社 ジャパン・リリーフ関西

（担当/
増井・岡田）
緯078‐882‐2345

緯096‐380‐8673

錆0800‐200‐3326（採用担当） 錆0120‐645‐248（平日１０～１７時受付）

〒６
５
７
‐
０
８
５
２ 兵庫県神戸市灘区大石南町２丁目７
‐
３

熊本市東区八反田２丁目１
‐
４
９

菊池郡菊陽町原水３
７
８
６
‐
１

福岡市中央区天神４‐６‐７ 天神クリスタルビル１３F

警備スタッフ
（正）
・入庫車両確認スタッフ
（正･契）募集！
！

