こんな方、
まずは説明会・見学会にどうぞ！

平成 2 8 年10月開設 猿投の楽園開設１周年 業務拡大によりスタッフ第一次募集

１
周年

さ
かげ まで
お

施設説明会・職場見学会 開催

10月5

or 6

10 : 00〜11: 30

or 7

車での来場OK！

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

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、
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・・・

グループ会社発行の

『介護と老後 東海版』
をプレゼント！
（名古屋リビング新聞社発行）

まずは事前にお電話、 にて参加ご希望日をエントリー！

0565-41-6511

応募係

本当に素敵なメンバーに出会え
て一年が経ちます︒介護職歴は
年ですが︑日々勉強しながら︑
経験豊かな先輩から指導いただ
き︑とても充実した一年でした︒
これからも﹁ありがとう︒あな
た に 逢 え て よ か っ た︒﹂ と 言 わ
る介護を目指します︒

☎

10:00〜18:00
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sanage@shirakuen.or.jp

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

特別養護老人ホーム
介護スタッフ Sさん
（実務者研修）20代

地域包括
支援センターだより

前回の説明会の様子
機械浴完備で腰に負担を軽くし、職場環
境を整えています

前回の見学会の様子
開放的で太陽光が差す明るい平屋ユニット
で働くスタッフが直に見られます

8 月の夏まつりの様子
広い駐車場を使用して、地域の皆さんと
交流をはかります

8 月の夏まつりの様子
盆踊りや移動販売車、スタッフ手づくりの
各種ゲーム大会で盛り上がりました

在職中のスタッフからのメッセージ♪

グループホーム
ユニットリーダー Ｋさん
（介護福祉士）40代

グループホーム
ユニットリーダー Ｏさん
（介護福祉士）20代

ご応募者からよくある質問

■募集要項

正 = 正社員 パ =パート 契 = 契約社員

職種

給与

正 パ 介護スタッフ
無資格・未経験者歓迎
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

勤務時間

正 月給／20.2 万〜 26 万円
シフト制
給与例：初任者資格・34 歳
月給：22 万 400 円（手当込）（早番・日勤・遅番・夜勤）
正 夜勤 5 回／月
パ 時給 900〜1200円
給与例：初任者資格／ 950 円〜 程度有り
パ 時間は応相談
介護福祉士／ 1000 円〜
※曜日・時間帯により異なる

パ 看護スタッフ
資格／正・准看護師

パ 時給／ 1500 円〜

8：30 〜 17：30

※曜日・資格・経験により異なる

※時間・曜日等は
柔軟に応相談

5：30 〜 9：00

パ 給食
（調理補助）
スタッフ パ 時給／ 850 〜1000円 9：30 〜13：30
資格／有資格・経験により異なる ※曜日・時間帯・経験により異なる 15：30 〜 19：30
正 月給／ 25 万〜 33万円

※前職・経験者は厚遇します

8：30 〜 17：30

※地域包括支援センター配属

◆勤務地
◆給 与
◆休 日
◆待 遇
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特別養護老人ホーム
介護スタッフ Ｏさん
（初任者研修）30 代

など不安な方は
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。また資格取得に関心がある方には取得支援体制を整えています。
Q. 本当にワタシでもできますか？
A. 介護・福祉に興味が持てたり、高齢者の方たちとの触れ合いが好きなら大丈夫ですよ。
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、本人の都合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、
ショートステイの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。また、以降においても人事異動はあります。
Q. どんな服装で働くのでしょう？
A. 通常は、ル・コック社製のユニフォームを支給。夏期は毎週金曜日にアロ
ハフライデーを採用し、スタッフ全員がアロハシャツでおもてなしします。
Q. 通勤について教えてください
A. 車通勤が可能
（駐車場完備）
です。当施設は、猿投グリーンロード「猿投東 IC」
下車 20 秒です。法人規程内で高速代、有料道路代が支給されます。
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. 当施設は 10 月 1 日をもって開設 1 年を迎えました。従って、施設のキャ
リアは全員 1 年以下になるので、スタッフ間の風通しが良く、笑顔溢れる環
境で働けます。
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。系列
グループの会社では介護事業（有料老人ホームの運営や介護本の発行）をは
じめ、30 年に渡る情報誌の出版、新聞の発行、放送事業（ＦＭ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。

正 社会福祉士
資格／社会福祉士

介護職歴は 年で︑特養は初めて
です︒経験豊かな先輩や同期のス
タッフに公私ともに刺激やアドバ
イスを受け︑充実したプライベー
トを過ごしながら︑キャリアアッ
プを目指す毎日です︒

グループホームはチームワーク
が大事です︒私たちの目指す介
護はここにあると確信していま
す︒日々向上心を持って開設二
年目を迎えたいと思います︒一
緒に仲間になりませんか︒

グループホームのユニットリー
ダーを務めさせていただいてま
す︒スタッフや入居者さんに恵
まれ︑そして施設としても素晴
らしい環境で働けることに感謝︒
一緒に仲間になりませんか︒

介護職未経験の方︑無資格の方
でも安心して働けるよう︑心を
込めてご指導します︒施設は設
備が充実していてカラダの負担
も軽く︑気のいいメンバーばか
り揃った職場環境です︒

特別養護老人ホーム
ユニットリーダー Ｔさん
（介護福祉士）30代

4 月 1 日より猿投地区の皆様を対象
に業務開始いたしました。法人理念
「ありがとう。あなたに逢えてよかっ
た。
」の精神のも
と地域に愛され、
人に愛される運
営を心がけます。
一緒に働く仲間
募集中です♪

◆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？
◆私の経験、スキルで無理なく始められるの？

◆応

猿投の楽園 豊田市加納町向井山 9-1
上記参照 ※当法人規程により優遇 ※夜勤手当 5,000円/ 回
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
賞与2回（４ケ月）、社会保険完備、交通費規程支給、車通勤可、制服貸与、
各種手当有、資格取得支援制度有、退職金規定有、研修期間有
募 下記スタッフ募集係にまずはお電話ください

社会福祉法人
会場「猿投の楽園」
豊田市加納町向井山9-1

志楽園福祉会「猿投の楽園」

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

検索

スタッフブログもｃｈｅｃｋしてね♪

