
在職中のスタッフからのメッセージ♪

前回の見学会の様子
新しい施設でも導入します機械
浴槽をはじめ、休憩室や更衣室
等、職場環境をすべてご案内し
ます

前回の説明会風景
実際の施設長や現場の声が直接
確認できます。こちらの施設見
学も大歓迎です。ご入居者様の
笑顔が見られます。

地域包括支援センター
地域のための介護の拠点。アロ
ハユニフォームで「ありがとう。
あなたに逢えてよかった」の精
神で頑張ってます

2016年OPENの姉妹施設

猿 投 の 楽 園 高待遇・好条件・高品質の
施設「益富の楽園」がまもなく誕生します。
でも！私たちが最もお伝えしたいのは、
「この人と一緒に働きたい！」

「この仲間と一緒に働けて本当に良かった！」
と心から思える職場環境で働けることが一番幸せだということ。
働く人にも、暮らす人にも、訪れる人にもやさしい施設を目指して、

私たちと一緒に新しい施設づくりをしませんか？私たちと一緒に新しい施設づくりをしませんか？私たちと一緒に新しい施設づくりをしませんか？私たちと一緒に新しい施設づくりをしませんか？

ＳＴＡＦＦ募集中

「猿投の楽園」豊田市加納町向井山9-1

益富の楽園（現在建築中）豊田市古瀬間町古宿131

特別養護老人ホーム
グループホーム・ショートステイ・

ケアプランセンター・地域包括支援センター

★

「益富の楽園」から東隣徒歩50m
 ※臨時駐車場を用意してます

説明会会場
「古瀬間区民会館」
★

臨時駐車場臨時駐車場

益富交流館

古瀬間小

交番

看板が目印

「益富の楽園」施設説明会開催

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、介護福祉業界でキャリアアップを目指す方・・・

当日の面接はありません。履歴書等の応募書類は不要です。※ただし、当日面接や個人面談をご希望の方は事前に
お申し出ください。担当所属長が丁寧に対応させて頂きます。

会場：古瀬間区民会館
（益富の楽園建設現場の東隣 50m）
集合：各日10時までに集合ください

「益富の楽園」平成 31年4月オープン決定！特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・
地域包括支援センター・ショートステイ・ケアプランセンター

オープニングスタッフを募集します！オープニングスタッフを募集します！
「益富の楽園」施設説明会開催
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まずは事前にお電話、 にて参加ご希望日をエントリー！

0565-41-656510:00～18:00
☎ 応募係 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、お1人から個別で対応させていただきます。

masutomi@shirakuen.or.jp

ま　す　と　み
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参加者全員に

法人グループが発行する
月刊「Cheek」&

『介護と老後 東海版』を
プレゼント！

（提供 /流行発信、名古屋リビング新聞社）

◆勤務地　益富の楽園　豊田市古瀬間町古宿 131 ／猿投の楽園 豊田市加納町向井山 9-1
◆給　与　上記参照　※当法人規程により優遇
◆休　日　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
◆待　遇　賞与 2回（４. １ケ月＝ 29年度実績）、社会保険完備、交通費規程支給、車通勤可、
制服貸与、処遇改善一時金有、各種手当有、資格取得制度有、退職金規定有

社会福祉法人 志
しらくえんふくしかい

楽園福祉会　「益富の楽園」開設準備室

ＴＥＬ.0565-41-6565
応募 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

検索益富の楽園
http://shirakuen.or.jp/

スタッフブログもｃｈｅｃｋしてね♪ 

求人専用
ホームページ

職　種 給与 勤務時間 猿投の楽園

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

 正  月給／20.2万～26万円
給与例：初任者研修・34歳
月給：22万400円（手当込）

シフト制
（早番・日勤・遅番・夜勤）
 正 夜勤5回／月程度有り
 パ 曜日・時間応相談

同時
募集 パ時給 900～1200円

給与例：初任者研修／950円～
介護福祉士／1000円～
※曜日・時間帯により異なる

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

契  パ※介護福祉士の場合
ロング夜勤：2万円～/回
ショート夜勤：1.3万円～/回
※交通費込・所有資格により異なる

ロング
16：00～翌9：00
ショート
21：00～翌7：00
※休憩時間含む

正 介護支援専門員
資格／介護支援専門員（ケアマネ）

 正  月給／22万～28万円
※前職・経験者は厚遇します

9：00 ～ 18：00
※主任ケアマネ厚遇

パ 託児スタッフ
資格／保育士または無資格

 パ 時給／900～  1000円
給与例：保育士／ 950 円～

曜日・時間は応相談
法人規定による

正   パ  地域包括支援
        センタースタッフ
資格／保健師・社会福祉士

正 月給／ 25万～42万円
 パ時給 1200円～  
※社会福祉士

 正 8：30 ～ 17：30
 パ 曜日・時間は応相談
※地域包括支援センター配属

同時
募集

正   パ  デイサービススタッフ
デイスタッフ：介護スタッフに準ず
※無資格者・短時間パートも歓迎
ドライバー：資格／普通免許

 正  月給／18.5 万～
介護スタッフ

シフト制（8：00～ 17：00）
※送迎業務あり
※日休み、年末年始休

 パ 時給／900～ 1200 円
給与例：介護スタッフ／900円～
ドライバー／900円～

 パ 時間は応相談
介護スタッフの時間曜日等は
柔軟に応相談
ドライバーは朝・夕の勤務
※日休み、年末年始休

同時
募集

同時
募集

■『益富の楽園』募集要項　正=正社員   パ =パート   契 =契約社員

ご応募者からよくある質問
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「猿投の楽園」で活躍頂いてます。

Q. 介護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休日を伺って、
家族行事やプライベートを考慮するよう組み立てていきます。

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. 子供が小さいので預けられる環境を探しています。託児ルームはありますか？
A.益富の楽園では、託児ルームを完備しています。まずはご相談ください。
Q. 配属先は特養、ショートステイ、デイサービス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。

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と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. 車通勤が可能（駐車場完備）です。通勤経路により、法人規定内で高速代の支給もあります
（東海環状「松平 IC」下車 5分）。
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. 新設の施設になりますので、心機一転ゼロスタートの環境で迎えられます。
Q. 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、体験就業が可能です。

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
会社では介護事業（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（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。


