展示場受付の社員募集

【パート】介護福祉施設での用務員

軽作業員募集

給与／月固180,000円 年齢／60歳まで 簡易的な営繕、建物・植栽の管理、必要に応じた
シルバー世代多数活躍中！
時間／9時〜18時 休日／水・木曜
送迎補助 時給／853円〜 時間／8：30〜14：30 時給／1,000円〜 時間／8：00〜18：00
待遇／各種保険完備 応募／電話後、 （休憩1Ｈ）待遇／年2回一時金支給 制服貸与 半日でもOK 週3〜4日程度
履歴書持参ください。
車通勤可 応募／電話後履歴書持参のうえ面接 休日／日曜 資格／要普通自動車免許

正社員募集

原料集荷
（軽作業）

給与／月固184,100円〜（試用3か月168,100円〜）
時間／8：30〜17：30（休憩90分）休日／会社カ
レンダー 日祝・公休2日/月 待遇／交通費等各
種手当 賞与年2回〜（実績4.8か月）

時給／900円〜 時間／8時〜17時
勤務地／宇城市豊野町巣林548
待遇／交通費支給・制服貸与
資格／年齢・経験・性別不問

菊池市七城町林原70番地

菊池市七城町林原70番地

株式会社カシマホーム 指定介護老人福祉施設るり苑 ニッカホーム九州㈱ 熊本光の森営業所 ㈱熊本蛋白ミール公社 ㈱熊本蛋白ミール公社
上益城郡嘉島町上島2045‐1

☎096‐235‐4077

電話交換手（八代市竹原町）

熊本市東区上南部1丁目16‐36

☎096‐388‐2121（担当/甲斐）

熊本市北区武蔵ヶ丘8‐1‐30

0120‐857‐549（担当/藤澤）

子ども文化会館スタッフ募集（嘱託職員）

病院での電話交換業務
子どもが好きな方で意欲のある方のご応募、お待ちしております!
平日シフト制
（週2〜3日）
職
種／嘱託職員 採用期間／採用日から令和5年3月31日まで
8：15〜17：00 時給／1,000円〜
勤 務 地／熊本市子ども文化会館
交通費補助あり・制服貸与
給
与／①月固151,800円（要資格）②月固150,400円
㈱あんしんCo.,Ltd. 待 遇／社会保険適用・賞与規定支給・交通費規定支給・
熊本県熊本市北区四方寄町562番地1
年次有給休暇
☎096‐319‐1605 時
間／①8：30〜17：15の間で1日7時間（週35時間）
②8：30〜17：15 1日8時間（週40時間）
応募資格／①保育士または教員免許（保育士含む）をお持ちの方
②舞台管理業務経験者または舞台管理
業務に興味のある方
応
募／まずはお電話ください
（求人詳細はQRコードで）

☎0968‐26‐4124

☎0968‐26‐4124

セルフガソリンスタンドスタッフ募集！

臨時職員募集（急募）

宇土市商工会
宇土市新小路町139

☎0964‐22‐5555

（一財）
熊本市文化スポーツ財団
〒862‐0941 熊本市中央区出水2‐7‐1

☎096‐385‐1042(9〜17時、月曜休) 担当：坂本

熊本市東区戸島西1丁目27‐26

〒860‐8558 熊本市中央区内坪井町4番8号

★やればやるだけ収入UP！ 評価制度充実★
新型コロナへの有効性が証明された自社オリジナル住宅ペイントを扱う会社です。
職種／電話にて外壁塗装に関わる当社製品を案内するお仕事です。
資格／年齢・学歴・経験不問 定年70歳、幅広い年代活躍中!!
時給／1,500円〜4,000円＋報奨金 ☆お昼を含む休憩時間も充実しています!☆
時間／9時30分〜18時/17時、16時迄の勤務もOK
休日／隔週休2日制（火曜・隔水曜）※土日祝は勤務となります。
年末年始、夏季休暇等
待遇／各社保、交費支給（上限5万円/月）テレアポトップ賞など各種賞金
制度あり ※研修32日間あり/期間中は契約社員（給与変動なし）
応募／まずお気軽にお電話下さい。
（Web面談可）

☎096‐233‐3010

㈱PGSホーム 熊本支店

学校法人加寿美学園 熊本中央高等学校

☎096‐237‐0031

熊本市中央区辛島町8‐23 桜ビル辛島町2階 市電
「辛島町電停」
徒歩2分

☎06‐6981‐3914（本社人事課）

☎096‐354‐2333

正規職員募集

（一財）
熊本市文化スポーツ財団
〒862‐0941 熊本市中央区出水2‐7‐1

☎096‐385‐1042（9〜17時）

テレホンアポインター
時給1,500円〜、入社祝金5万円支給!!（規定有）未経験歓迎、年齢・性別不問です。
9時30分スタートなので子育て世代もピッタリ! 60歳以上の方もバリバリ活躍中!

常勤教諭募集

上益城郡嘉島町鯰1866‐1

職
資

日替弁当・惣菜等お届け販売

菊池郡菊陽町光の森7丁目14‐2

☎096‐367‐6000

教科／国語・数学・英語・情報・看護 給与／本学給与規定
応募期間／令和4年10月14日㈮午後4時まで
※詳細はホームページをご覧ください。
▶https://kasumigakuen.jp/

合資会社 中島石油

大学事務（職員補助）

内科 戸島中央クリニック キャリア・サポート㈱

時給／900円〜950円 時間／11時〜18時半 休日／土日休み
内容／モニターによる給油の監視。誰にでもできる簡単な仕事です。
資格／危険物（乙または丙四類）取得者 待遇／社会保険完備
応募／まずはお気軽にお電話ください。

種／正規職員
格／必須①高卒以上②昭和53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
熊本市子ども文化会館（一般財団法人熊本市文化スポーツ財団） 給 与／基本給
（前歴換算あり）高卒/150,500円以上 大卒/173,000円以上
熊本市中央区新町1‐3‐11
☎096‐323‐0505（9〜17時、第2、第4火曜休）担当：上野 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（熊本市民会館、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
【急募】スポーツ施設スタッフ募集（臨時職員）
応募方法／当財団HP（http://kc-sks.jp）から試験案内及び申込書等をダウンロード
スポーツで！芸術で！
「好き」
を仕事に！接客好きな方・
※詳細はQRコードからご覧ください。
ＰＣ基本操作できる方・窓口業務・電話対応・プール監視 等
または事務局にて受け取り、所定の願書にて
勤務地／①城南総合スポーツセンター・城南Ｂ&Ｇ海洋センター
②熊本市総合体育館・青年会館
令和4年9月21日㈬までに申し込み
③託麻スポーツセンター
※郵送は当日消印有効、持参は当日午後5時締切り
④植木中央公園運動施設
採用日／令和5年1月または4月
時 間／8：30〜22：15の間で1日8時間
地域の文化・スポーツの振興に貢献する意欲のある方や
時間は応相談（週休2日）
給 与／日給6,960円（時給870円）
文化・スポーツ関連資格、教育免許、
医療系資格などを
待 遇／社保完期間6カ月更新制・賞与年2回
活かして働きたい方のご応募お待ちしています!!
規定支給・交通費規定支給・制服貸与
応 募／まずはお電話ください
（求人詳細はQRコードで）

正・准看護師パート

内容/商品券換金事務・一般事務【9時〜16時】 資格/年齢は関係ありません
資料作成/各種手続き/受付業務
時給/900円 期間/ 〜Ｒ5.3.31 待遇/各種保険
勤務地/熊本市北区 時給/1,000円＋交通費
完備・通勤手当有 休日／土日祝・年末年始
応募/履歴書持参、
面接
8：30〜17：30/土日祝休/完全週休2日制/パ
電話後履歴書持参（写真添付）、詳細は下記まで
ソコン基本操作/10月より就業可/30代活躍

販売センター社員・ドライバー社員募集
業務拡大につき正社員増員募集!!

販売センター社員

職

種

ドライバー社員 ※雇用期間の定め有り1年ごと
（原則更新）

・月固166,740円 〜 +交通費
（22歳）年収240万円可
（賞与・諸手当含む）
・月固208,450円 〜 +交通費
（35歳）年収300万円可
（賞与・諸手当含む）
・月固233,350円 〜 +交通費
（45歳）年収330万円可
（賞与・諸手当含む）

給

与

月固210,000円＋交通費＋別途各種手当支給
（食事補助・深夜・残業手当）
（年収350万円以上可 賞与含む）

経験不問 要普通自動車免許

資

格

高卒以上 中型免許以上（大型免許取得者優遇）フォークリフト技能者歓迎

熊本市内近郊の販売センターの管理業務や配達スタッフのマネジメント業務
（熊本日日新聞社が発行する新聞、
諸刊行物販売及び普及促進
折込チラシ取り扱い、
物販・デリバリー）

仕事内容

基本9：00〜17：00（休憩1時間） 勤務時間変動有り
（シフト制のため）

勤務時間

①新聞・折り込みチラシ（熊本県内）を主に扱うルート
②一般貨物の配送と付帯業務（九州管内）
基本23：00〜7：00
（実働7時間）

昇給1回/4月 賞与年2回/6・12月 社会保険完備 退職金有
遠方異動なし 交通費支給
（当社規定有）
車通勤可

待

遇

賞与年2回/6・12月 交通費支給（当社規定有）
・深夜・残業手当・
食事補助・各種保険完備 車通勤可 制服貸与 有給休暇

日曜・祝日、
制度休 特別休暇 年末年始2日
リフレッシュ休暇12日
（夏季含む）
振替及びローテーション有

休

日

年間休日94日 ローテーション勤務

販売事業本部

担当/小野

☎096‐362‐1010

お問い合わせ

総務部

担当/藤原

☎096‐361‐3003

応募／その他詳細は、
上記までお気軽にお電話ください
（土・日・祝日は除きます）

株式会社 熊日物流販売

〒860‐0823 熊本市中央区世安町78‐1

