平成28年10月開設「猿投の楽園」業務拡大によりスタッフ募集！
平成 31年4月開設予定「益富の楽園」オープニングスタッフ第一次先行募集！

施設説明会・職場見学会 開催
5月19 or20 or25 or26 10 : 00〜11: 30
各日 10時集合！

当日は面接は行いません。履歴書など応募書類は不要です。まずは、見て！聞いて！体感して！ご覧ください

参加者全員に

法人グループが発行する

『介護と老後 東海版 2018』と
月刊「Cheek」最新号を

Wでプレゼント！
（提供 / 流行発信、名古屋リビング新聞社）

TOPIXⅠ

☎

10:00〜18:00

0565-41-6511

入居者の笑顔が見られます♪

sanage@shirakuen.or.jp

ホームページからもエントリーできます。
上記日程が合わない方でも個別に対応可能です。詳しくはお問合せください

応募係

◆どんな施設・職場なのか？まずは知りたい！
どんな施設・職場なのか？まずは知りたい！
◆今、どんな職員さんが働いているの？
◆人間関係がうまくやっていけるかなー？
◆新しい施設の内容が知りたい！

『ありがとう。
あなたに逢えてよかった』

TOPIXⅡ

■募集要項
施設

共通で募集

在職中のスタッフからのメッセージ♪

お陰様でセンター開設 年を迎え
ました︒ありがとうございます︒
猿投にご縁をいただき︑地域に愛
され︑人に愛されるやりがいのあ
る仕事です︒

特別養護老人ホーム
ユニットリーダー
Ｔさん 30代

声掛けあえる仲間たちに出会えて
年半︒パート職員でも働くスタイ
ル︵曜日・時間等︶に応じて相談に
乗って頂き︑家庭と仕事を両立︒資
格取得支援制度を活用して︑介護福
祉士の資格取得を目指しています︒

開設時よりユニットリーダーを務
めさせていただいてます︒介護職
未経験の方︑無資格の方でも安心
して一緒に働けるよう︑こころを
込めてご指導︑応援します︒

当施設は︑設備が充実していて
カラダの負担も軽く︑共に働く
メ ン バ ー も 最 高 で す！ ま ず は︑
私たちが実際に働いている現場
を見て︑聞いて︑感じてください︒

特別養護老人ホーム
介護主任
Ｓさん 40代

ケアプランセンター・地域包括支援センター

1

ショートステイ
介護スタッフ
Ｓさん 20 代

正 パ 介護スタッフ
無資格・未経験者も歓迎
丁寧に指導します
チームワークを大切にする
メンバーを歓迎します
パ 契 夜勤専従

介護スタッフ

契約社員制度有
経験者優遇・無資格者も歓迎

正 パ 看護スタッフ
資格／正・准看護師

施設

益富の楽園で募集

「益富（ますとみ）の楽園」
豊田市古瀬間町古宿 131
地域包括支援センター
特別養護老人ホーム
充実のイベント
夏祭りやクリスマス会など地域の皆さ 地域のための介護の拠点。「ありがとう。あな
ショートステイ
たに逢えてよかった」の精神で頑張ってます
んとの交流を大切にしています
デイサービス
ケアプランセンター
「猿投の楽園」
特別養護老人ホーム・グループホーム・ショートステイ・ 地域包括支援センター

職 種
正 栄養士
資格／管理栄養士・栄養士
正 地域包括支援センター

スタッフ

資格／主任ケアマネ・保健師
社会福祉士

デイサービススタッフ等

給与例

勤務時間

正 月給／20.2 万〜 26 万円
給与例：初任者資格・34 歳 シフト制
月給：22万400 円（手当込） （早番・日勤・遅番・夜勤）
正 夜勤 5 回／月程度有り
パ 時給 900〜1200円
パ 曜日・時間応相談
給与例：初任者資格／950 円
介護福祉士／1000円
契 パ
ロング日勤／ 1.8万円〜
ショート日勤／ 1.1 万円〜

※交通費込・勤務回数応相談

正 月給／ 22万〜30万円
パ 時給 1500円〜
正 月給／ 22 万〜28 万円

※前職・経験者は厚遇します

ロング夜勤
16：00 〜翌 9：00
ショート夜勤
21：00 〜翌 7：00

9：00 〜18：00
9：00 〜18：00

給与例

勤務時間

正 月給／ 18 万〜25 万円

厨房業務も含む
シフト制

正 月給／ 25 万〜33万円

8：30 〜17：30

※前職・経験者は厚遇します

※各手当込・経験者厚遇

※地域包括支援センター配属
※パート職員も応相談

デイサービススタッフは次回告知募集（※ 7 月予定。ホームページにて
随時）します。併せて、調理スタッフ、清掃スタッフ、デイサービスド
ライバー等についても順次募集。まずはお気軽にお問い合わせください

◆勤務地
◆給 与
◆休 日
◆待 遇
◆応

猿投の楽園 豊田市加納町向井山 9-1／ 益富の楽園 豊田市古瀬間町古宿 131
上記例参照 ※当法人規程により優遇
週休2日
（シフト制）年間休日110日 パ 勤務日数・曜日は応相談
昇給 1 回・賞与 2 回（4 ケ月）、各種保険完備、交費規定支給、車通勤可、各種手当、
制服貸与、資格取得支援制度、処遇改善加算、退職金共済、託児所、社員旅行 等
募 下記スタッフ募集係にまずはお電話ください

1

地域包括支援センター
センター職員
Kさん 40 代

正 = 正社員 パ =パート 契 = 契約社員

職 種

正 介護支援専門員
資格／介護支援専門員

平成31年 4月開設（予定）

見学会の様子
開放的で太陽光いっぱいの平屋ユニットで働
くスタッフと入居者の笑顔が確認できます

是非この機会に
お越しください

Q. 未経験・無資格でも大丈夫？
A. 経験豊かなスタッフが丁寧に指導します。未経験、無資格の方も現在活躍しています。
Q. 正職員の勤務シフトはどうなってますか？
A. 正職員は早番
（7：00-16：00）
、日勤（9：00-18：00）
、
遅番（12：00-21：00）
、夜勤（21：00-9：00）
のシフト制になり
ます。シフトは事前に希望を伺って、家族行事やプライベートを優先考慮して組み立てます。
Q. パート職員の勤務時間はどうなってますか？
A. シフト以外でも、例えば、お子様、
ご家族、本人の体調に合わせた就業可能な時間を申告相談ください。
Q. 配属先は特養、グループホーム、ショートステイ、デイサービスなど、どちらになりますか？
A. まずは希望をお聞きします。経験、資格、適性に合わせてお互いに相談了承のうえ配属決定します。
Q. どんな服装で働くのでしょう？
A. 通常は、ル・コック社製ユニフォームの希望カラーを選んでいただき支給。夏季はアロハシャツユニフォームとの併用になります。
Q. 通勤について教えてください
A. 両施設とも車通勤が可能（駐車場完備）
です。猿投の施設は、グリーンロード「猿投東ＩＣ」下車 20 秒、
益富の施設は、車海環状「豊田松平 IC」下車 5 分。遠方からの就業の場合、法人規程に則り、
ETC代が支給されます。
Q. 現在の勤務先の人間関係で悩んでいますが、ここはどうですか？
A. 猿投は開設１年半を迎えます。従って全員が当施設におけるキャリア 1.5 年以内になるので、スタッフ間の風通しが
良く、笑顔溢れる環境で働けます。また、益富は新設になりますので、心機一転ゼロスタートの環境で迎えられます。
Q. 益富の新しい施設で働きたいのですが、いつから働けますか？
A. 平成 31 年 4 月に特養・ショートステイ・デイサービス・地域包括支援センター・ケアプランセンター
が開設します。ご希望と相談により
「猿投の楽園」
での事前就業や事前研修、体験就業が即時可能です。また、
託児ルームを完備し、働くミセスを応援します。
Q. どんな法人なんですか？
A. 2016 年に豊田市の公募採択により新設された社会福祉法人です。母体となるグループの会社は介護事
業（有料老人ホームの経営や介護本の発行）をはじめ、30 年に渡る情報誌の出版、新聞の発行、放送事業（Ｆ
Ｍ放送）、旅行
（観光バス所有）、イベント事業を携わる「流行発信グループ」が主体となります。

益富の楽園
猿投の楽園

「猿投の楽園」１周年を記念して理事長
よりご利用ならび職員、関係者に法人
理念を訴求した 志楽園特製どら焼き
が配られました。私たちの目標は「あ
りがとう。あなたに逢えてよかった」
と言われる介護サービスの実現です。

見学会の様子
機械浴等の完備で、腰や身体に負担が
かからない職場環境に配慮しています

など不安な方は

ご応募者からよくある質問

地域で正職員として安定して働きたい方、パートで子育て・家事と両立したい方、
車での来場OK！
未経験・ブランクがある方、経験者・キャリアアップを目指す方・・・ 当日は同僚スタッフの生の声が聞けたり、
まずは事前にお電話、 にて参加ご希望日をエントリー！

こんな方、
まずは説明会・見学会にどうぞ！

社会福祉法人
説明会・見学会会場

特別養護老人ホーム
「猿投の楽園」

豊田市加納町向井山9-1

応募

志楽園福祉会「猿投の楽園」

スタッフ募集係にまずはお電話または ください
スタッフ募集係 ☎ 10時〜18時／土日も受付可

0565-41-6511

ＴＥＬ.

http://shirakuen.or.jp/

猿投の楽園

スタッフブログもｃｈｅｃｋしてね♪

検索

