
============================================================ 

◇◆ くま活サポートメールマガジン ◆◇ 

Vol.5 2020 年度就職者向けに参加企業からのお知らせ“第一弾”です！ 

============================================================ 

★☆★☆★☆ 

くま活サポートの情報をピックアップしてお届けするメールマガジンです。 

★☆★☆★☆ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

■ お知らせ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

今回は３回に分けて参加企業からのお知らせをお送りします。 

第一弾は、 

「医療・福祉」、「情報サービス」、「生活関連サービス」、「飲食サービス」 

です。 

 

１ （株）テクノクリエイティブ 

   （株）テクノクリエイティブでは夏季インターンシップを行います。 

・8月 7日(水)      インターンシップ１日間 熊本開催 

・8月 26(月)～30日(金)  インターンシップ５日間 福岡開催 

    文理不問、プログラミング開発が体験できます。 

 

２ 谷田病院 

8月 12日 13：00～16：30 パレアにて医療業界合同就職説明会に出展します。 

医療資格を持っていない方でも介護職として働いている職員が多数います。 

ぜひご来場ください。施設見学は随時受付中！ 

 

３ 杏仁会 

急性期病棟、回復期病棟、療養病棟と幅広い江南病院、在宅の看護介護支援及び

予防に力を入れる介護老人保健施設フォレスト熊本、くまもと青明病院は認知症

疾患医療センターを併設、多岐のニーズに応える熊本内科病院、高齢が安心して

暮らし続けることができるサービス付き高齢者向け住宅花鏡を 4年前にオープン 

 

４ 社会福祉法人きらきら 

当法人は、障がいのある方々・高齢の方々の「住み慣れた地域で安心して暮らし

たい」という想いを支える為、様々なサービスを行っています。 



見学会では実際に働く様子を見ていただいたり、若手職員とのおしゃべり会など

インターンシップも 1日から行っていますので「笑顔が見れる仕事がしたい！」

と言う方はぜひご連絡ください☆ 

 

５ （株）ジョー・スマイル 

当社は、東証一部上場会社のＳＦＰホールディングスと提携しました。 

今後、熊本以外の九州一円に出店、Ｍ＆Ａを進めていきます。 

会社の規模拡大に伴い、営業、管理ともども将来の幹部候補を育成したく、人材

を募集しています。 

 

６ （株）セルモ 

◆内定いくつか持っているけど強く「ここに行きたい！」とは思わない。 

◆あらためて会社説明会に参加するのがめんどう。 

この時期になると、内定をいくつか持っている方も多いと思いますが、そんな方に

こそ非参加していただきたい、セルモの説明会！ 

https://celmo.co.jp/recruit/news/ 

 

================================================================ 

◆このメールは、くま活サポートメールマガジンに配信登録をされている方並びに当

該制度への参加企業及び学生等の登録者にお届けしております。 

 

◆このメールの配信停止やお問い合わせはウェブサイト「くま活サポート」からお願

いします。 

↓↓ お問い合わせはこちら ↓↓ 

https://www.kumakatsusupport.pref.kumamoto.jp/list00005.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

くま活サポート 

～ くまもとの未来を担うあなたを支援します ～ 

熊本県企画振興部 企画課 政策班 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://celmo.co.jp/recruit/news/


============================================================ 

◇◆ くま活サポートメールマガジン ◆◇ 

Vol.6 2020 年度就職者向けに参加企業からのお知らせ“第二弾”です！ 

============================================================ 

★☆★☆★☆ 

くま活サポートの情報をピックアップしてお届けするメールマガジンです。 

★☆★☆★☆ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

■ お知らせ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

３回に分けてお送りする参加企業からのお知らせ、第二弾は「建設業」です。 

 

１ （株）松栄パナホーム熊本 

「施工管理職限定で二次募集開始！」 

当社では施工管理職希望の方を対象に夏採用を実施しております。 

随時、説明会を実施しておりますのでまずは採用担当までご連絡下さい。 

説明会後に、一次選考を受けていただくことも可能です！ 

興味がおありの方はお気軽にお問合せ下さい！ 

連絡先：管理部 上田（096-379-4020） 

 

２ 光進建設（株） 

弊社、光進建設の魅力を申し上げさせていただきます。 

①学歴に左右されない、②２０代で現場所長を担当、③県内随一の大型現場を単

独施行、④技術習得への向上心溢れる社風、⑤様々な技術支援、 

以上のような特徴がございます。興味のある方は何でも結構です。 

本社総務部藤本（℡096-380-1231）までお気軽にお尋ねください。 

 

３ 新産住拓（株） 

新産住拓は、年間７０名以上のインターン生を受け入れております。 

説明会タイプではなく、仕事体験型のインターンシップです。 

興味がある方は、是非ご検討ください！ 

新産住拓を知る【3Days】インターンシップ！  

■リクナビ  

https://job.rikunabi.com/2021/company/r574042041/internship/ 

■マイナビ 

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp58215/outline.html 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 



 

４ （株）杉本建設（熊本市） 

『弊社では 12月頃にインターンシップを予定しております。 

現場を実際に体験することで現場監督のイメージを明確に 

  意識して頂ければと思っております。 

  日程は弊社ホームページに掲載予定です！』 

 

５ （株）橋口組 

職場見学やインターンシップは随時受け付けております。 

お気軽にご相談ください。 

 

================================================================ 

◆このメールは、くま活サポートメールマガジンに配信登録をされている方並びに当

該制度への参加企業及び学生等の登録者にお届けしております。 

 

◆このメールの配信停止やお問い合わせはウェブサイト「くま活サポート」からお願

いします。 

↓↓ お問い合わせはこちら ↓↓ 

https://www.kumakatsusupport.pref.kumamoto.jp/list00005.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

くま活サポート 

～ くまもとの未来を担うあなたを支援します ～ 

熊本県企画振興部 企画課 政策班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



============================================================ 

◇◆ くま活サポートメールマガジン ◆◇ 

Vol.7 2020 年度就職者向けに参加企業からのお知らせ“第三弾”です！ 

============================================================ 

★☆★☆★☆ 

くま活サポートの情報をピックアップしてお届けするメールマガジンです。 

★☆★☆★☆ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

■ お知らせ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

３回に分けてお送りする参加企業からのお知らせ、 

最終回は「製造業」、「専門・技術サービス」です。 

 

１ アジアプランニング（株） 

７月には熊本農業高等学校から２名のインターシップを受入れました。 

９月には佐賀大学農学部からのインターシップも受け入れ予定です。 

また、７月２５日には、熊本農業高等学校で実施された中学生体験入学で、３次

元レーザースキャナやドローンによる測量の新技術を中学生に説明する等の地域

貢献活動を行いました。 

 

２ （株） 池松機工 

  製造業に興味をお持ちの方、まずはインターンシップに参加してみませんか。 

文系理系は問いません。期間や時期は希望に応じます。 

一人ひとり丁寧に指導していきます。 

職種： 

①ＣＡＤ製図、②マシニングオペレーション、③三次元測定等検査測定  

④生産管理並びに営業事務、⑤経営企画 

ご連絡をお待ちしております。 

 

３ （株）オジックテクノロジーズ 

少人数でも工場見学等の受入が可能です。希望される方は、弊社までご連絡下さい。 

 

４ （株）三計テクノス 

当社は「お客様のお役にたてる会社でありたい」と願い、熊本県内を拠点として

福岡県や長崎県など主に九州圏内で活躍しています。平成４年４月の設立以来、

「環境」に関わる企業として、またその技術者集団としての使命を認識し、最新



技術の向上と様々な顧客要望にお応えする情報の収集を心掛け、日々努力を重ね

ています。 

 

５ 白鷺電気工業（株） 

社会や経済発展の基盤となる電力設備や通信設備の建設から保守管理まで一貫体

制で取り組んでいます。また、新たな技術革新や新事業（Wi-Fi化による監視・

セキュリティ、農業分野など）にも積極的にチャレンジしています。企業説明会、

インターンシップは、随時受け入れておりますので、お気軽に問い合わせくださ

い。 

 

６ （株）永井製作所 

積算・見積、設計・現寸、製作、品質管理、施工管理ほか 

活躍の舞台は多岐にわたります！ 

いろんな職種の中から、自分の技を極めましょう！ 

 

================================================================ 

◆このメールは、くま活サポートメールマガジンに配信登録をされている方並びに当

該制度への参加企業及び学生等の登録者にお届けしております。 

 

◆このメールの配信停止やお問い合わせはウェブサイト「くま活サポート」からお願

いします。 

↓↓ お問い合わせはこちら ↓↓ 

https://www.kumakatsusupport.pref.kumamoto.jp/list00005.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

くま活サポート 

～ くまもとの未来を担うあなたを支援します ～ 

熊本県企画振興部 企画課 政策班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第１弾】（医療・福祉、情報サービス、生活関連サービス、飲食サービス） 

⑭（株）テクノクリエイティブ 

  （株）テクノクリエイティブでは夏季インターンシップを行います。 

・8月 7日(水)      インターンシップ１日間 熊本開催 

・8月 26(月)～30日(金)  インターンシップ５日間 福岡開催 

   文理不問、プログラミング開発が体験できます。 

 

⑰谷田病院 

8月 12日 13：00～16：30 パレアにて医療業界合同就職説明会に出展します。 

医療資格を持っていない方でも介護職として働いている職員が多数います。 

ぜひご来場ください。施設見学は随時受付中！ 

 

④杏仁会 

急性期病棟、回復期病棟、療養病棟と幅広い江南病院、在宅の看護介護支援及び予

防に力を入れる介護老人保健施設フォレスト熊本、くまもと青明病院は認知症疾患

医療センターを併設、多岐のニーズに応える熊本内科病院、高齢が安心して暮らし

続けることができるサービス付き高齢者向け住宅花鏡を 4年前にオープン 

 

⑤社会福祉法人きらきら 

当法人は、障がいのある方々・高齢の方々の「住み慣れた地域で安心して暮らし

たい」という想いを支える為、様々なサービスを行っています。 

見学会では実際に働く様子を見ていただいたり、若手職員とのおしゃべり会など

インターンシップも 1日から行っていますので「笑顔が見れる仕事がしたい！」

と言う方はぜひご連絡ください☆ 

 

⑨（株）ジョー・スマイル 

当社は、東証一部上場会社のＳＦＰホールディングスと提携しました。 

今後、熊本以外の九州一円に出店、Ｍ＆Ａを進めていきます。 

会社の規模拡大に伴い、営業、管理ともども将来の幹部候補を育成したく、人材

を募集しています。 

 

⑬（株）セルモ 

◆内定いくつか持っているけど強く「ここに行きたい！」とは思わない。 

◆あらためて会社説明会に参加するのがめんどう。 

この時期になると、内定をいくつか持っている方も多いと思いますが、そんな方に

こそ非参加していただきたい、セルモの説明会！ 

https://celmo.co.jp/recruit/news/ 

 



【第２弾】（建設業） 

⑧（株）松栄パナホーム熊本 

「施工管理職限定で二次募集開始！」 

当社では施工管理職希望の方を対象に夏採用を実施しております。 

随時、説明会を実施しておりますのでまずは採用担当までご連絡下さい。 

説明会後に、一次選考を受けていただくことも可能です！ 

興味がおありの方はお気軽にお問合せ下さい！ 

連絡先：管理部 上田（096-379-4020） 

 

⑥光進建設（株） 

弊社、光進建設の魅力を申し上げさせていただきます。 

①学歴に左右されない、②２０代で現場所長を担当、③県内随一の大型現場を単

独施行、④技術習得への向上心溢れる社風、⑤様々な技術支援、 

以上のような特徴がございます。興味のある方は何でも結構です。 

本社総務部藤本（℡096-380-1231）までお気軽にお尋ねください。 

 

⑪新産住拓（株） 

新産住拓は、年間７０名以上のインターン生を受け入れております。 

説明会タイプではなく、仕事体験型のインターンシップです。 

興味がある方は、是非ご検討ください！ 

新産住拓を知る【3Days】インターンシップ！  

■リクナビ  

https://job.rikunabi.com/2021/company/r574042041/internship/ 

■マイナビ 

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp58215/outline.html 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

⑫（株）杉本建設（熊本市） 

『弊社では 12月頃にインターンシップを予定しております。 

現場を実際に体験することで現場監督のイメージを明確に 

  意識して頂ければと思っております。 

  日程は弊社ホームページに掲載予定です！』 

 

⑯（株）橋口組 

職場見学やインターンシップは随時受け付けております。 

お気軽にご相談ください。 

 

 



【第３弾】（製造業、専門・技術サービス） 

①アジアプランニング（株） 

７月には熊本農業高等学校から２名のインターシップを受入れました。 

９月には佐賀大学農学部からのインターシップも受け入れ予定です。 

また、７月２５日には、熊 本農業高等学校で実施された中学生体験入学で、３次

元レーザースキャナやドローンによる測量の新技術を中学生に説明する等の地域

貢献活動を行いました。 

 

②（株） 池松機工 

  製造業に興味をお持ちの方、まずはインターンシップに参加してみませんか。 

文系理系は問いません。期間や時期は希望に応じます。 

一人ひとり丁寧に指導していきます。 

職種： 

①ＣＡＤ製図 ②マシニングオペレーション ③三次元測定等検査測定  

④生産管理並びに営業事務 ⑤経営企画 

ご連絡をお待ちしております。 

 

③（株）オジックテクノロジーズ 

少人数でも工場見学等の受入が可能です。希望される方は、弊社までご連絡下さい。 

 

⑦（株）三計テクノス 

当社は「お客様のお役にたてる会社でありたい」と願い、熊本県内を拠点として

福岡県や長崎県など主に九州圏内で活躍しています。平成４年４月の設立以来、

「環境」に関わる企業として、またその技術者集団としての使命を認識し、最新

技術の向上と様々な顧客要望にお応えする情報の収集を心掛け、日々努力を重ね

ています。 

 

⑩白鷺電気工業（株） 

社会や経済発展の基盤となる電力設備や通信設備の建設から保守管理まで一貫体

制で取り組んでいます。また、新たな技術革新や新事業（Wi-Fi化による監視・

セキュリティ、農業分野など）にも積極的にチャレンジしています。企業説明会、

インターンシップは、随時受け入れておりますので、お気軽に問い合わせくださ

い。 

 

⑮（株）永井製作所 

積算・見積、設計・現寸、製作、品質管理、施工管理ほか 

活躍の舞台は多岐にわたります！ 

いろんな職種の中から、自分の技を極めましょう！ 



 

 


