～ 介護就職デイ ２０１７ ～ ハローワーク大和

１１月１７日（金） ①9：30～11：30 / ②14：00～16：00
事前予約不要

①・② 各々５社

参加事業所 入替制
雇用保険求職活動実績対象企画

ＮＵＲＳＩＮＧ ＣＡＲＥ ＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮ Ｈｅｌｌｏ Ｗｏｒｋ Ｙａｍａｔｏ
～ あなたが伸ばしたその手の先には、 出会いと笑顔がまっている ～
 参加企業は、ハローワーク大和ＨＰでも、確認いただけます。（求人内容、一覧表は１１月上旬、当所にて配布予定）
 当日参加される方で、ﾊﾛｰﾜｰクカード をお持ちの方は ご持参ください。（紹介状は不要です。）
 介護に関する相談や、質問のみも場合でも、雇用保険就職活動実績対象となります。（活動証明配布）

平成 29 年 11 月 17 日（金） 午前の部 9：30～11：30

参加事業所のご案内（概略１）

＊以下は、10 月 13 日現在の予定条件です。詳細は 11 月上旬確定予定（条件変更の場合あり）

社会福祉法人

泉正会

ＨＰあり

勤務地 横浜市瀬谷区下瀬谷 1 『スプリングガーデン瀬谷』
●介護職/経験・資格不問
●介護職/要経験・資格不問

実務 1 年以上

勤務地 綾瀬市上土棚南 1-11
●介護職（要資格）

夜勤平均 4 回

変形/1 ヶ月単位

4 ｼﾌﾄ

週休二日他

正）246,000～261,200 円/月

夜勤平均 4 回

変形/1 ヶ月単位

4 ｼﾌﾄ

週休二日他

小田急線：長後駅よりバス マイカー可/条件付

正）261,200～271,200 円/月

資：介護福祉士

『泉正会』

●介護支援専門員（ケアマネ-ｼﾞｬｰ）

マイカー可/条件付

正）241,200～241,000 円/月

『泉正園』

勤務地 綾瀬市上土棚南 1-11
●機能訓練指導

相鉄線：瀬谷駅からバス

資：介護支援員

夜勤平均 4 回 変形/1 ヶ月単位

4 ｼﾌﾄ 週休二日他

小田急線：長後駅よりバス マイカー可/条件付
パ） 1,600 円

9：00～17：30 の間 ３ｈ以上 労働数応相談 休日/土日祝

（柔道整復師・あん摩・マッサージ指圧師） 資：柔道整復師・あん摩マッサージ

パ）1,900～2,000 円 ① 9：00～12：30

3 ｼﾌﾄ

② 13：00～16：30 ③ 9：00～16：30 休日/土日

◆平成 8 年に綾瀬市に設立された高齢者福祉事業を運営する社会福祉法人。17 年には瀬谷区にて新型特養を開設。
拘束ゼロを実践最新の介護サービスを展開中。
高齢者総合介護事業（特養ホーム、老人デイサービス、ケアハウス、地域包括センター、ケアプラン作成等）

医療法人社団 慈広会
勤務地 綾瀬市吉岡 2631-7

介護老人保健施設 メイプル
所在地同様

ＨＰあり

相鉄・ＪＲ：海老名駅からバス

マイカー通勤可

●介護職 施設経験尚可 正）156,700～170,600 円/月
夜勤月 4 回 変形/1 ヶ月単位 4 ｼﾌﾄ 夜勤あり

変形/1 ヶ月単 週休二日ｼﾌﾄ制

◆平成 10 年開所の介護老人保健施設。ご利用者、ご家族を障害に亘り支援し、皆さんと一緒に地域に貢献できる
施設づくりをめざしています。

次ページにつづく

平成 29 年 11 月 17 日（金） 午前の部 9：30～11：30

参加事業所のご案内（概略２）

社会福祉法人 山中福祉会 特別養護老人ホーム 和喜園
勤務地 大和市下和田 822-1

●介護職/ユニット・従来型

小田急線：高座渋谷駅 から徒歩 12 分

マイカー通勤可

要経験１年～ 初任者研修（ﾍﾙﾊﾟｰ２級）以上（介護福祉士尚可）

正）201,000～240,000 円/月
●介護職/ユニット・従来型

ＨＰあり

夜勤あり

有資格/資：初任者研修（旧）ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級

契）191,000～194,000 円/月
●施設介護要員 パ）非常勤 1,010～1,140 円

変形/1 ヶ月単位

（正社員登用あり）

夜勤あり
1 年毎契約

4 ｼﾌﾄ 週休二日ｼﾌﾄ制

変形/1 ヶ月単位

4 ｼﾌﾄ 週休二日ｼﾌﾄ制

週 2～5 日/応相談

① 9：00～18：00 ② 15：00～19：30 ③１13：00～19：00 の 3

ｼﾌﾄ 週休二日 ｼﾌﾄ制

◆駅から徒歩圏内でマイカー通勤も可能な施設です。ゆったりとした気分で働くことが出来ます。
ユニット型４０床 多床室５４床 ショートステイ２６床 合計１２０床の特養ホーム。デイサービス、居宅介護支援、
地域包括センター併設。

社会福祉法人 たつき会

ＨＰあり

勤務地：大和市上和田 1021-1 『介護老人福祉施設 スミール桜ヶ丘』 小田急線：桜ヶ丘から徒歩５分 マイカー可

●介護職
●介護職

正） 資）不問 173500～270,000 円/月
【夜勤なし】

正） 資）不問 168,500～260,000 円/月

夜勤４～６/月

4 ｼﾌﾄ

21 時迄の 3 ｼﾌﾄ

週休二日 4 週 8 休ｼﾌﾄ
週休二日 4 週 8 休ｼﾌﾄ

●介護福祉士【夜勤なし】 正） 資）介護福祉士 185,700～260,000 円/月 21 時迄の 3 ｼﾌﾄ

週休二日毎週ｼﾌﾄ

●介護職

パ） 資）不問 1000～1,300 円/時

7 時～18 時の間 4ｈ程度 週 3～4 日/出勤日応相談 週休二日

●入浴サポーター

パ） 資）不問 1,000～1,100 円/時

9 時～17 時の間 4ｈ程度 週２～4 日程/出勤日応相談 週休二日

◆研修も充実。未経験者も安心して働くことができ、働きながら資格取得等のバックアップ体制もあります。
また、管理者は、保健師。特養で 20 年以上の経験があります。

株式会社日本ライフデザイン
勤務地 大和市深見 713

『有料老人ホームベルビルガーデンやまと』

●介護職 正） 資）不問 192,000～222,000 円
●介護職 パ） 資）不問 1,000～1,200 円/時

夜勤４～６/月 4 ｼﾌﾄ
7 時～19 時の間 4ｈ以上

小田急・相鉄大和駅徒歩 30 分 マイカー可

週休二日休ｼﾌﾄ
時間・勤務日数応相談 週 3～5 日 週休二日

◆株式会社ベルビルとして、平成 13 年に開所し、地域に密着した老人ホームで現在はほぼ満室所帯です。
平成 28 年に、株式会社日本ライフデザインに合併しました。
緑豊かなイングリッシュガーデンを入居者様とお散歩しませんか！毎日のレクリエーションと季節の行事を大切に
しています。

平成２９年 11 月 17 日（金） 午後の部 14：00～16：00

参加事業所のご案内（概略１）

*以下は、10 月 13 日現在の予定条件です。詳細は 11 月上旬確定予定（条件変更の場合あり）

社会福祉法人 大和市社会福祉協議会

ＨＰあり

～ 大和市社協まごころ地域福祉センター / 大和市社協まごころデイサービスセンタ－ ～
勤務地：大和市柳橋２丁目 11

小田急線：桜ケ丘駅から徒歩 10 分

●通所介護職員/デイサービス

資）不問

臨）パート

６ヶ月毎更新

マイカー不可

990～1,050 円/時給

8：30～18：00 の間 4ｈ以上 ８ｈ未満の週２～３日勤務

◆ 第２種社会福祉事業。各種在宅福祉ｻｰﾋﾞｽの提供・地域住の主体的な活動を支援。 住民により支えられ、
組織を運営していく上で、市内の様々な団体や機関・施設等の会員により構成されています。

社会福祉法人 多心会
勤務地：大和市上和田 3467-１

～ひまわりの郷

ＨＰあり

小田急線：高座渋谷駅から徒歩 12 分 マイカー通勤可・駐車場無料

●介護職員/特養老人ﾎｰﾑ 正） 資）所持者優遇 185,000～250,000 円/月

４シフト剬 夜 4～5 回/月

休み４種８休

●介護職員/特養老人ﾎｰﾑ パ） 資）あれば尚可

970～1,250 円/時 8 時～16 時の間 ４ｈ程度 週２～４日勤務

●介護職員/特養ｼｮｰﾄｽﾃｲ パ） 資）あれば尚可

970～1,250 円/時 7 時～22 時迄の 3 ｼﾌﾄ

●介護職員/ディサービス

正職外） 3 ヶ月後⇒1 年更新

経験 1 年以上

ﾍﾙｰﾊﾟｰ 2 級以上

週２～５日勤務

運転免許

185,000～246,300 円/月他 8 時～18 時の間 2 シフト剬 4 週 8 休
●介護職員/ディサービス

パ） １年毎更新 資）あれば尚可

970～1,150 円/時

週２～５日勤務 ４シフト剬

◆多職種間で協調性をもってご利用者様の支援を行っているアットホームな法人です。 資格取得制度あり
『その人らしい生き方や思いを大切にする』 という理念をもとに、笑顔のたえない職場です。未経験の方でも
先 輩 スタッフ が丁 寧 に指導 します。専 任 の 教 育 担当 者 を 配 置 しており 、仕 事 の 悩 みも 解決 しますので、
安心して勤務していただけます。

合同会社ふたば

～デイサロン ふたば

ＨＰあり

勤務地 大和市上草柳 8-11-4 鶴間駅から徒歩 15 分 マイカー通勤可（要相談）
●介護職員/ディサービス

パ） 資格・運転免許あれば尚可

1,000～1,200 円/時

8：30～18：00 の間５ｈ以上 週２～５日勤務 休：シフト剬

◆ 平成 22 年９月にオープンしました。小規模型を活かし、利用者様お一人お一人にきめ細やかなケアを
提供しています。 資格取得費用の補助もあります。

平成２９年 11 月 17 日（金） 午後の部 14：00～16：00

参加事業所のご案内（概略２）

*以下は、10 月 13 日現在の予定条件です。詳細は 11 月上旬確定予定（条件変更の場合あり）
ユ コ ス

合同会社ＵＣＳ ～ケアステーション ゆこす
勤務地

大和市南林間１丁目 13-26

●訪問介護員

南林間駅から徒歩５分

マイカー通勤可

正） 資）介護福祉士・初任者研修・ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級のいずれか
170,000～190,000 円/月

9 時～18 時

●ヘルパー/訪問介護員 パ） 資）初任者研修・ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級のいずれか 研修中可
1,200～ 1,700 円/時

業務範囲）大和・座間・相模原周辺
週休二日毎週/シフト剬

週１～５日/日数・時間応相談

9 時～18 時２ｈ程度

休：シフト剬

◆28 年 4 月新規施設の事業所です。一日が楽しく、元気に、幸せに。私たちがそのお手伝いをさせていただきます。
利用者の方に寄り添った、きめの細やかな サービスを提供するため、平成 28 年４月に新規開設。

メディカル・ケア・サービス株式会社
勤務地

綾瀬市小園 320-2

～愛の家グループホーム綾瀬小園

海老名駅発バス「北原」から徒歩５分

●介護職員/グループホーム 正） 資）不問 161,000～183,000 円/月他
●介護職員/グループホーム 契 パ）

956～

ＨＰあり

マイカー通勤可・駐車場無料
４シフト/夜間 4～5 回

週休二日ｼﾌﾄ

977 円/時他 ４シフト/週３～５日勤務

◆ エリアごとにマネージャーが細やかなサポートをします。運営の管理から研修、指導、イベント企画や地域との
関係づくりなどを協力することが可能です。多くの仲間と協力しながら施設作りをします。

*面接ご希望の方は、以下３点をあらかじめ、ご持参ください。
① ハローワークカード（受給資格者証）
② 応募書類（履歴書・職務経歴書）
③ 筆記用具

*当日参加 可能 【簡略履歴書あり】
紹介状は、当所にて発行いたします。

*時間制で事業所が入替制となりますので、開催時間はご確認の上、くれぐれもご注意ください。
*介護職に関する相談、質問等 この機会に是非伺ってみてはいかがでしょうか？

