学童保育指導員
時 間/月～金 １４：００～１９：００ 週２～３日
勤務地/みなみセンター（田迎）
むさしセンター（光の森近郊）
時 給/８００円 電話後、写真付履歴書郵送

フェリー発着業務

看護師（正職員）

スタッフ募集

朝・夕のみパート保育士

募集／正社員
給与／固給１７５,
０００～２１０,
０００円
年齢不問・えらべる勤務時間
◆６０歳以上・定年後の方も歓迎◆
勤務地／熊本港
時間／８：４５～１８：３０ 水曜１２：３０迄
ペット霊園での整理、整頓、清掃
時給/
１,
３００円～＋交通費別途支給
※詳細はハローワークまたは
土曜１５：３０迄 ◎年齢不問 時給/
８００円～ 休日/週休２日・シフト制 時間/
（選択可）
７時～１０時/
１６～１９時
直接お問い合わせください
応募／お気軽にお電話下さい
※交通費支給、雇用保険有
休日/土日祝※保育士免許必須※

YMCAむさしセンター

九商フェリー㈱

〒８６１‐１１１２ 合志市幾久富１８６６‐１３３９

熊本市西区新港１‐１

緯096‐248‐6334（担当/秋山） 緯096‐329‐6111

清掃パートさん募集

リハビリ助手

勤務地／植木町（北区役所近く） パート
（月曜～土曜）
時 間／８：００～１７：００
（８：
３０～１
２：
３
０）
月１３日程度の勤務
※詳細はハローワーク又は
詳細はＴＥＬ及び面談にて。
当院までご連絡下さい

㈲ナワ環境管理

桃崎整形外科

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２丁目‐２
‐１
５
６

創業３３年

①看護師②医療事務（パート）

歯科衛生士

作業療法士

非常勤講師募集

受付医療事務急募

貸衣装集配(２t)・商品管理

パンの出荷業務（植木町）

①８：３０～１７：００（週２～３日）時給/１,
０００～１,
２００円
②８：３０～１２：３０、月２回は１６：３０迄（週３日）
時給/９００～１,
０００円 レセプト経験者優遇
詳細はハローワーク求人をご覧ください

●常勤（パート可）
給与／委細面談 経験者優遇
待遇／週休２日制 ２４時間保育室有
応募／履歴書郵送後、通知

●常勤（パート可）給与/委細面談
待遇／週休２日制
勤務／病院、老健、訪問リハ等
応募／履歴書郵送後、通知

教科（高校）／数学
給与／当校規定 資格／高校教員免許
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

資格／未経験可（有資格・経験者優遇）
給与／月固１５～１９万円 時短勤務可
応募／下記担当までに連絡後、履歴書
（写真添付）を郵送ください。

日給/
９,
０００円 勤務地/南区平田 時間/
①９：００～１８：００②１３：００～２２：００※ 曜 日
により異なる 休日/月火 内容/
２t
トラッ
クでの貸衣装集配や商品管理 週払い可

時給/１,
０００円 勤務地/北区植木町 時間/
①９時～１８時②１０時～１９時③１９時～翌朝４
時 休日/週休２日 内容/商品の確認・伝票
の仕分けなど 性別・年齢不問 週払い可

㈱夢眠舎 SOGO‐PLANT はっとり心療クリニック 青磁野リハビリテーション病院 青磁野リハビリテーション病院 九州技術教育専門学校 松見内科クリニック サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社

上益城郡益城町平田２３８０‐１
（第２空港線沿） 熊本市中央区桜町１‐２０ 西嶋三井ビルディング１４F 熊本市中央区水前寺１
‐
２１
‐
３
０
‐
２
０
１

080‐1541‐4947（担当/田中） 錆0120‐843‐444

緯096‐223‐8230 求人No.MR００４５９０ 緯096‐382‐1324

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

緯096‐354‐1731

緯096‐354‐1731

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

錆0120‐976‐179

パート男女 年齢不問

①准看護師②正看護師（正・パ）

電気工事士急募

ホテル日航熊本電話取次業務

南区でのカット野菜製造補助

小さいパーツの組立業務

放射線技師（①常勤②パート）

急募!病院内清掃

医療事務職員募集

内容／病棟看護 時間／シフト制 早出遅
出有 給与／正：当院規定 パ：時給①１,
１００
円～②１,
２００円～ 応募／まずは電話連絡
後、履歴書を郵送下さい。詳細は面接にて

勤務／市内近郊 資格／未経験者可
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

勤務地/中央区 固給/
１６５,
０００円～
時間/
７時３０分～２２時の間で８時間
休日/シフト（月９日休み）年齢/
３５歳迄
☆有休・交通費・各保完、他手当有

時給／８００円～９５０円＋交通費 時間／５時～
１６時４５分の間の８時間程度（パート可）
休日／シフト制（土日祝休み相談可）※年
齢不問！ 社保、有給有、制服貸与、無料駐有

勤務地／山鹿市 時給／９００円～＋交
通費 時間／９時～１５時 年齢／５０代迄
休日／土日他※大型連休有！ ※有給・
育休産休有、制服貸与、無料駐有

時間／①８：３０～１７：３０②応相談１ｈ～OK
年齢／５０歳位迄 給与／当院規定による
待遇／①社保完、賞与年２回、昇給年１回
面接／まずはお電話下さい

勤務地/①南区近見②中央区黒髪③東区小山町
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

医療事務資格者（経験者優遇）
時間/
９：００～１８：００
（水土半日）
給与/当院規定（賞与有）各種保険完備
応募/まずはお電話下さい

株式会社 セレナ 八景水谷クリニック

上益城郡甲佐町緑町２７
５‐
２０

熊本市北区弓削４丁目１‐６４マルソービル２０６

北区八景水谷１丁目３
１
‐
１
６

中央区南坪井町４
‐
２
３ MT
ビル２F

緯096‐235‐8111

緯096‐215‐8255

緯096‐344‐8811

緯096‐312‐1113

正社員 交通事故査定業務

病院の送迎ドライバー (契約社員)

キャリア・サポート㈱ キャリア・サポート㈱ キャリア・サポート㈱ くまもと成城病院 ㈲クルメビルサービス 竹下外科整形外科医院

㈱西日本テック

熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５
８

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

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

緯096‐233‐3010

緯096‐233‐3010

緯096‐233‐3010

オープニング①ＰＲスタッフ②事務スタッフ

〒８６０
‐０
０８２ 熊本市西区池田４丁目２２
‐１

（直通）
緯096‐326‐3441

製造オペレーターおよび出荷ナビゲータ
内

容／製造プラントの操作（PCからの遠隔操作）
および出荷受付業務
給 与／日給８,
３０
０円+諸手当 ※月収３
０万円可
勤務地／熊本市北区四方寄または南区南高江
休 日／週休２日制
（年間変形労働、原則日曜は休み）
応 募／担当者までお電話ください。
～～有明生コン㈱グループ ホームページ～～
ht
t
p:
/
/
ar
i
akesyoj
i
.
mydns.
j
p/
concr
et
e/

日中交流サービスセンター株式会社

アサノ有明生コン㈱北部工場

東京都豊島区南大塚２‐２５‐１５ South新大塚ビル１１階

〒８６１
‐５５
１５ 熊本市北区四方寄７６２

緯03‐5940‐7290

（担当：松原）
緯096‐245‐1727

株式会社 ジャパン・リリーフ関西

カーブス

水俣市大黒町２
‐
３
‐
１
８

錆0120‐645‐248（平日１０～１７時受付）

（担当/
影山）
緯096‐283‐5080

営業スタッフを募集します
募

保険アドバイザー大募集！
！〈契約社員〉
資格／学歴・年齢・性別不問
まずは会社説明会でお話を聞いてみませんか？
※保険経験者優遇
コ 当 ●全２１社の保険商品から、お客様にピッタリのライフプランを
社
提供できます
給与／（固）月２４万円～＋インセンティブ コ
が
選べる給与形態※詳細面談にて 魅 の ●これまで１社の商品しか扱ったことのない方でも万全のフォ
ロー体制で安心です
力
時間／９：００～２１：００
！
●当社のコールセンターが獲得した訪問先の紹介も可能です
（フレックスタイム制）
①１
０：
０
０～②１
１：
０
０～③１
３：
０
０～
※基本残業無
④１
４：
０
０～⑤１
５：
０
０～⑥１
６：
０
０～
◆パートタイム契約も可
※具体的な仕事内容、給与体系、待遇等なんでもお話しします。
応募／まずはお気軽に、メールまたはお ※現在、保険会社にお勤めの方は秘密厳守します。
！
電話にてご連絡ください。
不 応 ★当日飛び込み参加も大歓迎！
スムーズなご案内をご希望の方は、電話・メールで事前に
要 募 ご予約下さい。
f
ukuoka@pabur
e.
co.
j
p
書
【説明会場】株式会社 パブレ
※当日都合がつかない方、遠方の方は別日に個別開催します。
類 ～～気軽にご参加ください！ 心よりお待ちしております～～
熊本営業所

２/
６水・
１４木

生命保険の募集代理店業務
損害保険代理店業務

熊本営業所

熊本市中央区大江５丁目４
‐
２
４

掲載の豊富な情報をご覧ください。

水俣エムズシティ

福岡市中央区天神４‐６‐７ 天神クリスタルビル１３F

福岡県久留米市上津町１
８
３
５
‐
１
０

毎週日曜日の朝刊に掲載

学校事務（パート職員）
募集

学校法人君が淵学園 崇城大学

熊本市北区室園町１
０
‐
１
７

緯096‐344‐3311 緯0942‐21‐1352（担当/廣瀬） 緯096‐372‐6411

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

仕事／県内の市町村団体の公有車並びに職員自動車の事故処理業務
給与/固定給１３２,
６７０円＋手当有
職種／１週間～２ヶ月の短期
資格／２級自動車整備士以上の資格または同等の知識、技術の有る方
資格/要普通１種免許（AT限定可）
◎１０名程度の大募集 未経験、Ｗワーク大歓迎！
！
給与／固給２５万円（試用期間２０万円）時間／８：３０～１７：３０ 休日／土日祝日
(ワゴン車、他での送迎)
①店舗前でのチラシ配り、
案内業務等
待遇／社会保険、その他福利厚生あり 応募／電話連絡後、履歴書を送付下さい。 勤務地/八代市内の病院 ※車通勤OK
②受付、簡単なデータ入力等
時間/
５：５０～１９：３０※実働７ｈ
株式会社 猿楽保険事務所
※曜日により変動有
熊本県合志市幾久富１６４
７‐
７
給与／①時給１,
２００円 ②時給９００円
※週４～５日程度の勤務
緯096‐248‐0833 担当／猿楽（サルガク）
休日/日曜日、その他指定日
応募/お気軽にお電話下さい。
時間／９：
３０～１９：
００間で週２～６日
（採用№K０２１９９）
１日３～５ｈで応相談。
備考/条件により６９歳まで
仕事内容／窓口対応、書類整理、資料作成補助、データ入力作業等
日、祝定休
雇用延長あり
勤務時間／月～金曜日まで（９：００～１７：００）の間で応相談（５～７時間程度）
※まずはお電話下さい。
シニアスタッフ多数活躍中!!
給与／時給８５０円 採用日／平成３１年４月１日
未経験0K◎丁寧な研修あり!!
応募／２月１５日（必着）までに履歴書を法人課へ郵送ください。
（ＨＰ参照）

①リフトマン②大型ドライバー社員

〒８６９‐２６１２ 阿蘇市一の宮町宮地４７３５‐６

植木町勤務/①８時～１２時②１３時～１６
時③１６時～１９時のいずれかの時間で
時給①②９００円③１,
０００円 固定時間
金属部品の簡単な加工検査業務です

緯096‐337‐6722

内容／①弊社熊本ヤード内にてリサイクル資源の
仕分けを中心に行っていただきます
②資源の引取りが主な業務であり、熊本
ヤード内へ運搬していただく業務です
資格／①リフト資格②大型免許（必須）シニア応援
勤務地／八代市 新港町
給与／固給２３０,
０００円～３００,
０００円
時間／８：００～１７：００
休日／完全週休二日制（土・日・祝）
ＧＷ、盆、年末年始
待遇／雇用・労災・健康・厚生年金完備
マイカー通勤可能、
交通費支給（月３０,
０００円迄）
応募／面接随時 まずはお気軽に
お問い合わせください。

熊本市中央区細工町５
‐
３
５
‐
１

緯096‐211‐0181 緯0967‐22‐0260（担当/松見あずさ） 錆0120‐976‐179

集／営業スタッフ若干名
２０１９年４月１日より勤務可能な方
仕事内容／熊本日日新聞社が発行する
「くまにち
すぱいす」
に関わる業務。
「くまにち す
ぱいす」は、熊本都市圏に無料配布する
【求める人物像】
週刊の生活情報紙。広告収入で運営す
るフリーペーパーで、店舗、企業、自治 ●熊本の街と人が大好きな人
体 など の 商 品、イベント、サ ービ スと ●グルメやお出かけ、オシャレに
いった生活情報を発信しています。募集
興味のある人
するのは、
こうした分野の広告を取り扱 ●すてきなお店や商品を広く伝え
う営業スタッフです。
たいと思う人
待
遇／有期契約社員（最長５年）
として採用。給
与、待遇は当社規定により処遇します。 ●人と話したりするのが好きな人
応募資格／大学・短大を卒業した方（要普免）
〈 経 験 者 歓 迎！
！〉
勤 務 地／〒８６０‐８５０６ 熊本市中央区世安町１７２
熊本日日新聞社
業務推進局 広告営業部
採用選考／書類選考と筆記試験・適性検査・面接。書類選考を通過された方に２月２０日水予
定の筆記試験・適性検査・面接の日程を通知します。
応
募／応募書類（履歴書および志望理由書）を下記宛先まで郵送してください。履歴書
は市販のもので可（写真貼付）。志望理由を４００字詰め原稿用紙１枚にまとめてくだ
さい。締め切りは２月１５日金必着。応募書類は返却しません。

【郵送・問い合わせ先】

熊本日日新聞社 人事部

熊本市東区健軍本町１‐１１ サンライズビル５F 緯096‐282‐8412
（担当/豊田） 〒８６０‐８５０６ 熊本市中央区世安町１７２

緯096‐361‐3082

公文式教室での生徒指導および運営
●●●

