陶芸講師募集

グローバル（語学）教育事務職

看護職員募集（日勤のみ可）

業務拡大のため、美容スタッフ増員！

職種／陶芸講師 資格／２０～５０歳
陶芸を専門に学んだ人、電動ろくろ
ができる人電話後履歴書持参下さい
※委細面談

管理運営事務業務、日本語学校の運営
資格/TOEI
C６００点以上又は中国語がで
きる方優遇 待遇/当法人規定による
写真付履歴書１月１９日土必着郵送

職務/病棟における看護業務
時間/
８：３０～１７：１５/
１７：００～９：００
（２交替）
給与/当院の規定による
応募/まずはお電話下さい（井手）

勤務地/百貨店・専門店など 固給/１５.
６万円～
時間/
（例）１０～１９時 休日/週休２日（シフト制）
待遇/交通費支給・昇給・賞与有、社会保険完備、
社員登用有、都内での充実の研修有（当社負担）

陶芸と文化の森

公益財団法人 熊本YMCA （医）明心会

熊本市中央区上通町８‐１４ Kシードビル３F 〒８６０‐８７３９ 熊本市中央区新町１‐３‐８

正・准看護師（パート）

医療事務（正社員）
資格/実務経験・レセプト経験者
年齢/
４５歳位迄
給与/当院規定
応募/電話後、履歴書持参

城間整形外科

城間整形外科

緯096‐311‐2800

熊本市西区出町４
‐４

看護師①常勤②パート
時 間/①９～１８：３０（日１７：３０）②９～１２：３０
（土日２日交互）休日/水と土日交互※火１５
～１８：３０ 給与/①固給２２万円②時給３,
０００
円 年齢/４０歳迄 応募/履歴書着後面接

緯096‐312‐3131

事業拡大の為、職員募集（パート可）

正看・准看護師①常勤②パート

急募 学童保育

資格／①理学療法士②作業
療法士③看護職 時間／８：３０
～１７：３０ 休 日 ／ 週 休２日 制
（日・他シフト制）※委細面談

業務／障がい者支援・健康管理等 給与／①
基本給１８１,
０００円～２２３,
５００円＋手当 ②時給
１,
０００～１,
２００円 時間／８：３０～１７：３０ 休日／
土・日 ※まずはお気軽にお電話下さい。

時給/
８５０円（各種手当あり）
時間/
１４：３０～１８：００
（学校休暇中
は変動あり）応募/まずはお電話
下さい（平日１４：３０～１８：００受付）

男女正社員募集 植木

リハビリ助手

３月末まで/海苔の製造補助

株式会社 健康家族

◎保育士募集◎
勤務／常勤（正規職員）
時間／①７～１６時②８～１７時③９～１８時
給与／月固１７２,
８５７～１９７,
５５１円
待遇／通勤手当有り・詳細は面談にて

社会福祉法人 翌桧会

はあもにい保育園

桃崎整形外科

上益城郡甲佐町緑町２７５
‐２
０

緯096‐235‐8111

錆0120‐706‐530

団体職員（事務局長）

①試験室業務②ドライバー

パート

宝くじ販売

時給/８００円（土日祝は１００円アップ）＋交通費
時間/９：４０～１８：５０（実働５ｈ早遅シフト）
勤務/天草本渡のイオン天草店※週４日程度
応募/お気軽にお電話下さい

一般事務

ホテル清掃スタッフ

パソコンを使ってデータ入力や来
客対応 勤務地／北区楠野町 給与
／ 時 給９５０円 時 間 ／８：３０～１７：３０
（休憩６０分）休日／土日 週払い可

給 与/時 給１,
０００円 勤 務 地/中 央 区
九品寺 勤務時間/週３日～ＯＫ、
８：３０
～１４：３０
（休憩３０分）内容/ビジネス
ホテルの客室を１日１０部屋ほど清掃

熊本県菊池市七城町亀尾２
４
２
９

熊本市中央区花畑町４‐１ 太陽生命第２ビル１F 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５階

緯0968‐26‐4811 緯096‐323‐6681（平日１７時迄） 錆0120‐976‐179

通学バス運転手

医療法人社団 原口会 原口循環器科内科医院

栄養士（献立作成、材料発注等）
勤務先/学校寮（益城町惣領）
給与/時給１,
０００円 通勤手当あり
時間/
９：００～１６：００
休日/土、日、祝日（原則）

株式会社 三勢

熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

熊本市中央区帯山３丁目８
‐
４
４

錆0120‐976‐179

緯096‐383‐2341

（正職員）メディカルスタッフ募集！

熊本市東区保田窪２丁目１
‐
４

調理員募集
勤務地／菊池市大手企業内食堂
週５日勤務 時給／８００円～８５０円
時間／９：００～１５：３０
（４～５.
５h）
待遇／交通費・制服有 雇用保険有

東海大学付属熊本星翔高等学校 九州食品株式会社

〒８６２‐０９７０ 熊本市東区渡鹿９丁目１番１号

調理補助

急募!病院内清掃

勤務先/学校寮（益城町惣領）
給与/時給８００円 通勤手当あり
時間/①７時～１３時②１３時～１９時
休日/土、日、祝日（原則）

勤務地/①南区近見・②中央区黒髪
時間/８：００～１７：００ 週３日程度（応相談可）
時給/７６５円～ 入社祝金１万円（社内規定有）
詳細は電話にて。追って勤務地にて面接

株式会社 三勢

熊本市中央区帯山３丁目８
‐
４
４

〒８４０‐０８６１ 佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８

一般事務（水前寺）
時給/
１,
０００円＋交通費 社保有
時間/
８：３０～１７：３０ 車通可
休日/土日祝 即日～３/
３１㈰迄
年齢・経験不問 引継ぎあり

㈲クルメビルサービス ㈱TKUヒューマン
福岡県久留米市上津町１
８
３
５
‐
１
０

北区徳王１丁目６
‐
５
２ TKUぷらざ２F

緯096‐383‐2341 緯0942‐21‐1352（担当/廣瀬） 緯096‐359‐3412（担当/江里口）

学童クラブ支援員

①正社員②パート・アルバイト 薬剤師（薬局長候補歓迎）

募集職種/
（正職員）介護福祉士、管理栄養士、理学療法士、臨床工学技士、保健師など １年生から６年生までの児童育成支援（学校内運動場・室内での遊びの見守り）
合同見学随時ご案内中！
！ 産休・育休多数！
！ 体制強化の増員
時間/８：３０～１７：００（職種により変動あり）休日/土日祝日（職種により日直・宿直等あ 時間/
１４：００～１８：００※週３～５日程度 給与/時給８６０円（試用期間３ヶ月は８００円） 休み／日・祝日・週１日週休 賞与／正社員３.
９ヶ月 パートも有
り）給与/月給制（当院規定による）、賞与、昇給あり その他/各種手当、学会出張・自己 待遇/週休２日制（土曜、祝日年に数回出勤有）、通勤手当・支援員資格手当有
時間／①８：４０～１７：３０ ②１日１ｈ～可能 面談にて
啓発支援など福利厚生も充実 応募締切、試験日程等、詳細は当院HP採用サイトを。 応募/先ずはお電話下さい。
給与／①固給２７万６,
０００円～４３万１,
５００円 ②時給２,
２００円 休みは応相談

〒８
６２
‐０
９５
０ 熊本市中央区水前寺２‐２
‐１ 健康家族ビル

〒８６１
‐０３
３１ 山鹿市鹿本町来民１
２
３
４

菊池市七城町小野崎９
４
６
‐
１

〒８
６
１
‐
４
１
９
３ 熊本市南区近見５
‐
３
‐
１

済生会熊本病院

学童保育えのきっ子クラブ

医療法人 室原会 菊南病院

緯096‐385‐6226 担当/総務人事課 月～土９：００～１７：３０

緯0968‐46‐2141

（人事課）
緯0968‐26‐4100

（人事室担当 津留）
緯096‐351‐8074

（担当/
角田）
緯080‐1740‐0700

（担当/
塚本）
緯096‐344‐1711

くまもと森都総合病院 設備管理スタッフ

①受付事務②准看護師・看護師☆正社員募集☆

◎中央区大江３丁目２‐６５ 時間/①８：３０～１７：３０
（土日祝）②１７：３０～１：００
（平日・土日祝）③１：００～８：３０
（平日・土日祝）時給/①９６０円②③１,
２００円
※３シフト制（各休憩１時間）社会保険加入、交通費支給（上限月１万円）
資格/電気工事士や危険物取扱者等の資格優遇

給与／①固給１５.
５万円～②固給１６.
５万円～※経験・職歴により優遇
時間／８：５０～１８：２０
（月～金）８：５０～１３：２０㈭ ８：５０～１６：２０㈯
休日／日曜・祝日、木曜午後、ＧＷ、お盆他
待遇／社保完、昇給・賞与有 まずはお気軽にお電話下さい

株式会社キューネット

人事部宛

上益城郡益城町広崎字花立１
０
３
８
‐
１

（担当/
野田）
緯096‐237‐7592

建築技術者募集

公共スポーツ施設 スタッフ募集

大型建築物を手掛けませんか

◎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/
６ヶ月毎更新制（４月、
１０月）
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
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,
４００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

株式会社西建設計
北九州市小倉北区京町３‐１
４‐１
１

緯093‐533‐7775

熊本市北区植木町豊田４
６
２ 吉松小学校内

熊本市北区鶴羽田３
‐
１
‐
５
３

白馬物流グループ（２００台稼働）業務拡張の為事務職他募集
入社祝金１０万円支給（３ヵ月後）
、
会社保有のマンション・アパート完備（２０棟４００部屋）

まるお皮ふ科

〒８
６２
‐０
９２
４ 熊本市中央区帯山４‐１８
‐
１

（担当/
ヒガシ）
錆0120‐359‐210

職種／建築生産設計
（施工図）
建築施工管理
採用／正社員
＊来年度 熊本営業所
契約社員
開設予定
資格／経験１年以上
給与／
（正）
固給２
３万～５４万円
（契）
固給２
３万～６５万円
待遇／完全週休２日・各種保険完備
応募／履歴書
（写真付）
を下記宛郵送下さい。
追って面接日時を連絡致します

七城観光バス

菊池郡大津町大林１
０
６
０

非常勤講師募集
募集教科/英語、理科、地歴公民、家庭
資格/希望教科の教員免許
期間/
２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日
賃金等/本学規定による。※詳細面談

080‐1709‐1197（担当：杉山） 緯0968‐86‐5557（担当/うんの） 緯070‐2392‐6975 緯096‐293‐5372（担当/本田） 緯096‐383‐3880 緯096‐382‐1146（担当/古館（ふるたち）） 緯0952‐24‐2215

居宅ケアマネ募集

北区植木町富応１
３
０
２
‐
５

調理補助者 パート（病院内）

資格/①不問②大・中型免許（経験者優遇）時間 給与/当院規定 面接/電話後、歴持面談、随時
/８～１７時 日給/①９,
０００円＋諸手当 ※月収２６.
５ 時間/午前７時～１２時（５時間前後）
万円可②８,
５００円＋諸手当 ※月収２６万円可
午後２時～午後７時（５時間前後）
休日/日曜 社保・賞与・試用期間有 随時面接 その他 入職日、時間の相談できます

080‐1709‐1197（担当：杉山）

勤務地／山鹿市鹿本町来民 ※通勤可能地域に在住の方 年齢４５～６１歳
各バス停～学校への送迎。業務拡大の為、各エリアで募集します。
資格／行政、団体、会社で最近５年のうち３年以上の管理職経験者
勤務地/①菊池市②玉名市③荒尾市 時間/
７時間～ 時給/
１,
０００
給与／当団体規程 待遇／社会保険完備 休日／土、日、祝日
円～（日給７,
０００円～）資格/大型・中型２種免許 待遇/各種保険
応募／１月２２日火迄に履歴書、職務経歴書を持参、試験・面談の日程を連絡します 完備、制服貸与、年次有給休暇 応募/お気軽にお問合せください。

山鹿市商工会

はあもにい保育園 済生会みすみ病院 済生会みすみ病院

熊本市中央区黒髪６丁目１
‐
２
３

ランスタッド㈱ 熊本支店 社会福祉法人 愛敬会 ㈱南九州商事 熊本支店 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社
中央区水道町８‐６ 朝日生命熊本ビル５F

契約職員・薬局事務員

熊本市中央区黒髪６丁目１
‐
２
３

勤務／居宅介護支援事業所清泉
待遇／基本給１９０,
１２０円～
詳細面談にて
まずはお電話下さい。

熊本県玉名郡和水町江田１
０
‐
１

社会福祉法人 翌桧会

正職員・薬剤師

採用/平成３１年４月１日
勤務/～２０２０年３月３１日 給与/当院規定
給与/当院規定
応募/事前連絡後、履歴書を郵送下さい
応募/事前連絡後、書類郵送下さい
書類選考後、面接日時をご連絡します
詳細はＨＰをご覧下さい
※詳細はＨＰをご覧下さい ■未経験者可

熊本県合志市豊岡２０００‐１９４
（恵楓園近く） 熊本県合志市豊岡２０００‐１９４
（恵楓園近く） 〒８６９‐３２０５宇城市三角町波多７７５‐１ 〒８６９‐３２０５宇城市三角町波多７７５‐１

株式会社日本ビルシス 株式会社日本ビルシス （医）杏友会 野津原内科医院 （医）杏友会 野津原内科医院 社会福祉法人 青いりんごの会 田原小学校学童保育保護者会たんぽぽクラブ 株式会社 松川生コン販売

６５歳位迄の男女（経験不問・簡単作業） パート
（月曜～土曜）
◇平日のみ・日勤のみ相談可・年齢不問◇
８：００～１７：００残業有・金属部品加工・検
勤務地／西区新港（車通勤ＯＫ）給与／時給
（８：
３
０～１
２：
３０）
査／土日休／基本給１５万～１６万円／ ※詳細はハローワーク又は １,
０００円 時間／８～１７時、１６～１時（休憩６０分）
別途手当有・社会保険有・その他
休日／週休２日 電話での登録・応募ＯＫ！
当院までご連絡下さい

契約社員募集 ２０代～４０代活躍中!
!

◎調理師急募◎
勤務／パート 週３日～４日程度
時間／８：３０～１６：３０
（休憩６０分）
給与／時給 ９１０円
待遇／通勤手当有り・詳細は面談にて

緯0964‐22‐1081 緯096‐247‐2230（担当：太田） 緯096‐247‐2230（担当：太田） 緯0964‐53‐1611 担当/企画総務室 宮川 緯0964‐53‐1611 担当/企画総務室 西岡

利用者数増員により介護職員募集

緯096‐211‐0033

内容/データ出力、商品発送等 時間/
８：３０～１７：３０
（実働８ｈ）
固給/当社規定（昇給有・賞与年２回）休日/週休２日制（日・祝他月
４回）、年末年始 待遇/交通費支給（当社規定）、各種保険完備、
制服貸与、未経験者歓迎（研修有）、社員食堂有、正社員登用有

緯0964‐23‐6555 緯096‐223‐8230 求人No.MR００４５９０ 緯0964‐22‐1081

宇土市松山町１
９
０
１

勤務/常勤※パート同時募集（夜勤有）
委細面談 時間/
８：３０～１７：３０２０：００～
９：００ 休日/週休２日制（シフト制）小規
模多機能、サ高住、デイケアでの仕事

緯096‐211‐0033

緯096‐215‐8255

宇土市松山町１
９
０
１

施設内清掃

緯096‐311‐2800

〒８６０‐０８３３ 熊本市中央区平成２‐１５‐７ 熊本市北区弓削４丁目１‐６４マルソービル２０６

看護補助者（正職員）

現場/上通町マンション共用部日常清掃
時給/
９００円
時間/
８：００～１０：００★車通勤可
休日/日曜・祝日・年末年始 ※制服貸与
熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ ビル７階

平成こどもクリニック 株式会社 セレナ
緯096‐370‐6337

施設内清掃
現場/
新町マンション共用
部日常清掃 時給/
８５
０円
時 間/
９：
０
０～１
２：
０
０ 休 日/
日曜・祝日・年末年始・お盆

中央区辛島町６‐７ いちご熊本ビル５F 宇土市三拾町１
４
４
‐
１
（J
R宇土駅前） 熊本市中央区桜町１‐２０ 西嶋三井ビルディング１４F

熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ ビル７階

熊本市西区出町４‐４

正・准看護師

◆早朝・夕方のみ＆中高年活躍中◆ 勤務／病棟 交代制（応相談）
勤務／病棟 交代制（応相談）
時給/
１,
３００円＋交通費別途支給
給与／当院規定優遇 各種手当有 給与／当院規定による。各種手当有
時間/
（選択可）
７時～１０時/
１６～１９時 応募／履歴書郵送・電話問合せ可 応募／履歴書郵送・電話問合せ可
休日/土日祝※保育士免許必須※
※入職日は相談に応じます
※入職日は相談に応じます

あおば病院 コーセー化粧品販売㈱熊本支店 松田内科循環器科クリニック SOGO‐PLANT くまもと心療病院 くまもと心療病院

宇城市松橋町萩尾２０３
７‐
１

緯096‐212‐5300 緯096‐353‐6397（担当：村田） 緯0964‐32‐7772

外来のみ（日勤）看護業務です
年齢/
４５歳位迄
応募/電話後、履歴書持参
詳細面談

准看護師（正職員） （年齢不問）パート保育士
時間/
９：００～１３：００
（木・土）９：００～
１９：００
（週２回）９：００～１８：００
（週２回）
給与/当院規定による
面接/電話後、履歴書持参下さい

１K～３LDK 敷金・礼金無しですぐにはいれます。家賃：社員（２～４割引）

施設警備員募集

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２
‐０
９４１ 熊本市中央区出水２
‐
７
‐
１

（９～１７時、月曜休）
緯096‐385‐1042

警備スタッフ
（正）
・入庫車両確認スタッフ
（正・契）
募集 !!

くもん書写の先生になりませんか？

職種／①一般事務職（正社員）
◎白馬グループ小型から大型まで
②一般事務職（パート）
２００台活躍中
③２t
ドライバー航空便（集配）
◎業務拡大の為、数名募集!
!
給与／①月固１５～２
０万円
●会社保有マンション・アパート
（２
０棟）
②時給８００円～
（敷金・礼金無しで即入居可）
③月固２７～３
０万円
時間／①③実働８時間
②９：
００～１
３：
００
休日／日曜祝日（当社規定）
待遇／賞与年３回 制服貸与 社会保険
完備 詳細面談にて
応募／随時、電話後履歴書持参下さい

株式会社白馬物流グループ
熊本市東区戸島町４０８‐１

（担当/
前田）
緯096‐380‐8911

ベンチャー・中小企業の支援専門家（チーフインキュベーションマネージャー（CIM）募集）

