看護師（正職員）
給与／固給１７５,
０００～２１０,
０００円
時間／８：４５～１８：３０ 水曜１２：３０迄
土曜１５：３０迄 ◎年齢不問
応募／お気軽にお電話下さい

看護助手（正・パ）

調理師（正・パ）

心理士（正）

医療秘書（正）

募集人員/若干名
募集人員/若干名
募集人員/
１名
募集人員／若干名 職務内容／医師の
職務内容/病棟助手業務
職務内容/病院給食の調理業務
職務内容/高次脳機能障害者へ神 事務作業補助、スケジュール管理・出張
給与/当院規程による
給与/当院規程による
経心理検査 給与/当院規程による 手配・書類作成など 給与／当院規程による
詳細はお電話にてお問合せ下さい。 詳細はお電話にてお問合せ下さい。 詳細はお電話にてお問合せ下さい。 詳細はお電話にてお問合せ下さい。

①調理社員②補助パート募集

受付医療事務募集

場 所/宇 土 市 工 場 食 堂 時 給/① 資格／未経験可（有資格・経験者優遇）
９００円以上②８００円 時間/①７時半 給与／月固１５～１９万円 時短勤務可
～１５：１５
（７H）②９時 ～１４時 休 日/ 応募／下記担当までに連絡後、履歴書
土、日、祝交替制、盆・正月休有
（写真添付）を郵送ください。

体育指導員（正社員）急募

歯科衛生士

作業療法士

介護スタッフ

看護師・准看護師 パート募集

資格／要普免 ３０歳迄
給与／固給１８１,
０００円～ 高卒以上
応募／まずはお電話下さい
勤務地／熊本市・玉名市

●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

時間／７：００～２１：００の間で応相談
時給／８５０円～１,
２００円
年齢不問（ヘルパー資格者優遇）
応募／お気軽にお問い合わせください

曜日時間は応相談
時給／１,
１
０
０～１,
３
０
０円
面接：電話後履歴書ご持参
ください

おみね田中クリニック 熊本リハビリテーション病院 熊本リハビリテーション病院 熊本リハビリテーション病院 熊本リハビリテーション病院 栄食メディックス㈱ 松見内科クリニック ㈱太陽スポーツクラブ 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 （サ高住）パーシモン保田窪
熊本市東区小峯２丁目‐２‐
１５
６

菊池郡菊陽町曲手７６０

菊池郡菊陽町曲手７６０

菊池郡菊陽町曲手７
６
０

菊池郡菊陽町曲手７６０

中央区水前寺６
‐
３
７
‐
２
１

〒８６９‐２６１２ 阿蘇市一の宮町宮地４７３５‐６

熊本市東区保田窪本町１６‐２８/玉名市両迫間６３５‐１

080‐1541‐4947（担当/田中） 緯096‐232‐3111（担当/永廣） 緯096‐232‐3111（担当/永廣） 緯096‐232‐3111（担当/永廣） 緯096‐232‐3111（担当/永廣） 緯096‐383‐5888 緯0967‐22‐0260（担当/松見あずさ） 緯0968‐72‐0067

（年齢不問）パート保育士

通学バス運転手

◆早朝・夕方のみ＆中高年活躍中◆
時給/
１,
３００円＋交通費別途支給
時間/
（選択可）
７時～１０時/
１６～１９時
休日/土日祝※保育士免許必須※

各バス停～学校への送迎 時間/７時間～ 勤務
地/①菊池市②玉名市③荒尾市 時給/１,
０００円
～（日給７,
０００円～）資格/大型・中型２種免許
待遇/各保完、制服貸与、年次有給休暇

SOGO‐PLANT

熊本市中央区桜町１‐２０ 西嶋三井ビルディング１４F

七城観光バス

菊池市七城町小野崎９４
６‐
１

医療事務（パート）
医療事務 週３日（８：３０～１２：３０、月２回は
８：３０～１６：３０）
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

土日祝休みの調理補助

医局秘書（パート）

内容/植木町一木の工場社員食堂での盛付・提
供・洗浄 時間/１０：３０～１４：００ 時給/７７０円～
休日/土日祝休、盆・正月等長期休み有
待遇/交通費支給・各種保険有・食事補助有

医師の事務的補佐、秘書業務
給与／熊本大学規程、
９～１７時、週５日
資格／Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ必須
電話連絡後、履歴書郵送・面接

①試験室業務②ドライバー

清掃パートさん募集

株式会社 松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６
０

㈲ナワ環境管理

熊本市中央区水前寺１‐２
１‐３
０‐
２
０
１ 中央区水前寺６‐４６‐２１ 星光交易ビル３F
‐B 〒８６０‐８５５６ 熊本市中央区本荘１‐１‐１

熊本市中央区細工町５
‐
３
５
‐
１

熊本市南区白藤１丁目２
１
‐
８
８

緯096‐211‐0181

緯096‐357‐4311

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。

熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐
５８

緯096‐293‐5372（担当/本田） 緯096‐337‐6722

熊本市子ども文化会館 スタッフ募集

電話受付・配車業務

販売（接客）スタッフ募集

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

熊本市東区保田窪４丁目１
４
‐
３
３

〒８６１‐１１１２ 合志市幾久富１８６６‐１３３２
（永江団地内）

緯096‐354‐1731

緯096‐354‐1731

緯096‐285‐1791

緯096‐248‐8600

パート グループホーム世話人

時間/９：３０～１８：３０（休憩１時間）、月９日休み
《朝・夕の食事づくり、生活サポート》
勤務地/熊本市中央区桜町 日給/６,
５６０円
時間/①６：００～８：００ ②１６：００～２０：００
待遇/昇給・賞与・退職金制度有、交通費支給
働き方は応相談・週休２日
応募/電話後、履歴書を郵送して下さい
時給/７９０円 待遇/社保労災有、通勤手当有

介護施設の調理補助

調理補助

パンの出荷業務（植木町）

朝の時間を有効活用しませんか？ 勤務地
/菊陽町 時給/８００円＋交通費 時間/６時
から３～５時間、週１～５日※相談可 ※各種
保険完備、見学可能、年齢不問、未経験可

給与／時給１,
３００円 勤務／１５：３０～１９：３０
業務／盛り付け、食器洗浄
産休の代替です。１年間働ける方お願いし
ます。

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

熊本内科病院

サポートグループ株式会社

緯096‐356‐5500

錆0120‐976‐179

はっとり心療クリニック 淀川食品株式会社 熊本大学大学院 小児科学 九州技術教育専門学校 宮社交通タクシー㈲ 一般社団法人 熊本県物産振興協会 済生会熊本福祉センター キャリア・サポート㈱

緯096‐223‐8230 求人No.MR００４５９０ 緯0968‐26‐4100（人事課） 緯096‐382‐1324 緯090‐4648‐9601（担当/福里） 緯096‐373‐5191 担当/坂本

資格/①不問②大・中型免許（経験者優遇）時間 勤務地／植木町（北区役所近く）
/８～１７時 日給/①９,
０００円＋諸手当 ※月収２６.
５ 時 間／８：００～１７：００
万円可②８,
５００円＋諸手当 ※月収２６万円可 休
月１３日程度の勤務
日/日曜 社保・賞与・試用期間有 随時面接
詳細はＴＥＬ及び面談にて。

非常勤講師募集

教科（高校）／数学
給与/固定１７万円 男女・年齢経験不問
給与／当校規定 資格／高校教員免許 時間/
（月～木）
７：００～１８：００
応募／自筆履歴書（写真付）送付、
（金）
７：００～翌朝７：００※土日休
書類選考の上、後日面接日など連絡 応募/お気軽に電話下さい（高齢者歓迎）

公共スポーツ施設 スタッフ募集！

熊本市中央区桜町３
‐
１

〒８６１‐４１２７ 熊本市南区内田町３５６０‐１

洗車スタッフ
（パート）

宇城市地域包括支援センター職員募集
資格／主任介護支援専門員１名
給与／本会規程により 時間／８：
３０～１７：
１５
（月～金）
待遇／各種保険有 応募／電話にて問い合わせ下さい
※詳細は、
ホームページの募集案内をご覧ください

軽ドライバー
（業務委託）
募集
「郵便物取集」３０～６５歳活躍中！！/通勤車貸与・週払可 職種／市内郵便ポストから郵便物の取集
および郵便局への持ち帰り業務 報酬／日額：８,
２００～９,
７００円 休日／シフト制（週１～２日）
待遇／通勤車貸与有、週払可、車持込歓迎、郵便局勤務経験者歓迎 時間／１２：００～２０：００
応募／電話の上、履歴書（写貼）持参にてお越し下さい。 業種／貨物軽自動車運送業・利用運送業

熊本スバル自動車㈱

宇城市社会福祉協議会

国内ロジスティクス㈱熊本支店

緯096‐358‐3783（営業支援課/坂本）http://kyushu-subaru.jp/kumamoto/

（担当/
総務課 千年原）
緯0964‐32‐1316

（採用係）
緯096‐273‐9260

〒８
６
１
‐
４
１
０
６ 熊本市南区南高江１
‐
２
‐
３
０

宇城市不知火町高良２
２
７
３
‐
１

営業スタッフを募集します

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
（一財）熊本市社会教育振興事業団
ぱいす」は、熊本都市圏に無料配布する
〒８６２
‐０
９４１ 熊本市中央区出水２
‐
７
‐
１
【求める人物像】
週刊の生活情報紙。広告収入で運営す
（９～１７時、月曜休）
緯096‐385‐1042
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。
新産グループの不動産部門です。
新産グループの施工会社です。
たいと思う人
待
遇／有期契約社員（最長５年）
として採用。給
業務拡大のため、急募！ 未経験の方も大歓迎！
！
業務拡大のため、急募！ 未経験の方も大歓迎！
！
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
職種／営業スタッフ
（不動産の売買仲介、販売についての広告作成、ホームページ管理など）
内容／会社の窓口業務（電話・来客応対）、データ入力などの
応募資格／大学・短大を卒業した方（要普免）
〈 経 験 者 歓 迎！
！〉
給与／基本給１４７,
９６０円～２４６,
６３０円プラス諸手当（月収１８０,
０００円～３００,
０００円可能）
事務処理、請求書発行などの施工部門のサポート
勤 務 地／〒８６０‐８５０６ 熊本市中央区世安町１７２
時間／８：４５～１８：００
給与／時給８５０円
熊本日日新聞社
休日／毎週水曜ほか（週休２日制、当社カレンダーによる）
時間／９：００～１７：００の間の７時間程度（休憩１ｈ）※時間は応相談
業務推進局 広告営業部
待遇／通勤手当有（上限あり）、マイカー通勤可、昇１賞２、各種保険完備
休日／土日祝（週休二日制）
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
資格／高卒以上、
４０歳以下（長期勤務によるキャリア形成のため）普通自動車免許（ＡＴ限定可） 資格／高卒以上、パソコン入力（Ｗｏ
ｒｄ、Ｅｘｃｅ
ｌ）出来る方、普通自動車免許（ＡＴ限定可）
定の筆記試験・適性検査・面接の日程を通知します。
※宅建士優遇します！
待遇／昇給・賞与あり、各種保険完備、マイカー通勤可
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
応募／まずはお電話下さい。詳細は面談にて。
応募／まずはお電話下さい。詳細は面談にて。
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。

募

一般事務
（パート）募集！

新産グループ

新産グループ

新産不動産株式会社

株式会社 九州住拓技術研究所 【郵送・問い合わせ先】 熊本日日新聞社 人事部

熊本市南区近見８丁目９‐８５ 緯096
‐356‐1500 担当/石原

熊本市中央区手取本町７‐１
（鶴屋隣） 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

熊本市東区健軍３
‐
２
３
‐
３ Rコーポ２
０
２号

インフォメーションスタッフ募集（パート）

期間/平成３１年４月１日～翌年３月３１日（年度更新制）勤務地/熊本市子 期間／６ヶ月毎更新制（４月・１０月）
ども文化会館（熊本市中央区新町１丁目３‐１１）内容/児童（１８歳未満）に 場所／熊本市総合体育館・青年会館、浜線健康パーク
関する指導・相談 時間/週３５時間労働 週休２日 給与/固給１４７,
５００円
南部総合スポーツセンター、アクアドームくまもと
他手当有 ※各保完 資格/教員免許or
保育士免許保持の方
城南総合スポーツセンター、植木中央公園運動施設
（一財）熊本市社会教育振興事業団 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）
〒８
６２
‐０
９４１ 熊本市中央区出水２‐７‐
１
（９～１７時、月曜休）
緯096‐385‐1042
●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、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

営業スタッフ
（正社員）
募集！

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

緯096‐353‐1168 緯096‐223‐3330（担当/クマガエ） 緯096‐233‐3010

時給/
８００円 内容/整備車両や新車、中古車の洗車、清掃作業 時間/
１０：００
～１７：００※応相談 休日/第１・２・３火曜・水曜 年末年始、ＧＷ、夏季休暇有
資格/普通免許 勤務地/南高江店（南区南高江）
・玉名店（玉名市岱明町）
応募/本社営業支援課まで随時お電話後、写真付履歴書をご送付ください。

池田クリニック

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

熊本市南区近見８丁目９‐８１ 緯096
‐356‐1500 担当/石原

〒８６０‐８５０６ 熊本市中央区世安町１７２

緯096‐361‐3082

トラック運送業界への求人転職合同説明会
★年齢不問 ★予約不要
★服装自由
★履歴書不要 ★入退場自由 ★参加無料

日時／平成３
１年２月１
６日土 １２：
０
０～１
６：
０
０
（受付１１：
３０～）
会場／グランメッセ熊本２Ｆ コンベンションホール
（未経験から始められる職種も多数ございます。）
対象／どなたでも！
●ドライバー ●倉庫内作業 ●運行管理者
●一般事務など、
県内求人企業３
３社（予定）
●整備士
◎スタンプラリーでＱＵＯカードを進呈！
（数に限りがあります）
◎他業種からの転職希望者も歓迎
（パート・フルタイム）
◎雇用保険受給中の方を対象に
「参加証明書」
も発行できます！

同時開催／無料就職カウンセリングコーナー、無料適性診断コーナー

主催：公益社団法人熊本県トラック協会
熊本市東区東町４丁目６‐２ ht
t
p:
/
/
www.
k
umat
a.
com
（お問合せ） 緯096‐369‐3968
後援：熊本労働局・ハローワーク 熊本運輸支局 熊本県

