求人概要

平成29.08

法人名
社会福祉法人 いちにわたけのこ会
http://www.yumekko-n.com

所在地・電話・ファックス

事業所名称
〒662-0928
① ゆめっこ保育園
兵庫県西宮市石在町16-25
② (分園) ゆめっこわかば保育園
☏ 0798-35-2758
0798-32-4455
平成30年4月開園予定
試験日：平成29年09月02日（土）
最寄駅
在園児59名
（内容） 面接
①
JR,阪神線「西宮」駅から徒歩１５分
（定員 50名）
② 阪神線「西宮」駅から徒歩10分
職種
★8月28日までに下記3点を
必要資格
採用条件 募集人数
保育士

10名程度

保育士資格

郵送してください。

契約内容 ☆正規職員
応募条件

・履歴書 ・健康診断書

＜新卒者＞ 平成30年春卒業見込みの方

・作文「私の幼年時代」
（原稿用紙2枚程度）

＜既卒者＞ 保育所勤務経験のある方

所定労働時間を超える就業の有無
有り [月４時間程度]
休日 ： 日曜・祝祭日
就業時間

土曜 （※3週に１回出勤有⇒平日に休みを設定）

7:00 ～ 20:00 のうちでシフト勤務制

年末年始（12/29～1/3） ６日間
実働時間（7.5時間）、休憩時間（1時間）
☆初年度有給休暇 ： 20日

合計8.5時間拘束です。

入職時から月一回取得することも可能です

・交通費支給

上限 30,000円

・住宅手当

上限 20,000円

・職員給食 有り

（本人負担あり）

・加入保険＝健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・退職共済制度

195,000円

② 短大・専門
学校卒
192,500円

7,800円

7,700円

①四大卒

[ 給与 ]
本給
特殊業務手当

[ 賞与 ] 28年度実績4.2ヵ月/年 （採用6ヵ月経過後対象）
[ 昇給 ] 過去実績 年１回
※試用期間 3ヵ月 有り

☆ゆめっこ保育園が大切にしていること☆
・食にこだわる （ 安全で旬の物をおいしく ）

・身体づくり （ リズム運動、散歩など ）

・感性を育てる （ 歌、絵本、絵画、表現など ）

・集団づくり （ 子ども集団に限らず職員集団も ）

木の温もりと風が通る園舎で、60名の子どもたちが大きな家族のように生活しています

平成30年4月 久保公園（久保町）に定員60名の
分園「ゆめっこわかば保育園」を新設開園予定です。

☆☆ 同時募集 ☆☆
☆ 栄養士 正規職員

勤務場所はゆめっこ保育園、ゆめっこわかば保育園の
どちらかになります。
本園、分園は歩いて5分の距離です。

（勤務時間 8:30 ～ 17:00）

☆ 調理師（パートタイム）
※ シフト制で週25時間程度
午前中半日と一日勤務の日があります

どちらの園も、子どもたちが健やかに育つように
職員一同力を合わせて、ていねいな保育を
心がけています。
長く働いていただきたいので
法人としても、職員が働きやすい職場になるよう
処遇改善に取り組んでいます。

詳しくはお気軽に電話で
お問い合わせください
☘ 園見学も随時受け付けています ☘

平成30年4月、新しい保育園ができます

求人概要

平成29.08

法人名
社会福祉法人 いちにわたけのこ会
所在地・電話・ファックス
http://www.yumekko-n.com
〒662-0928
事業所名称
① ゆめっこ保育園
兵庫県西宮市石在町16-25
② (分園) ゆめっこわかば保育園
☏ 0798-35-2758
0798-32-4455
平成30年4月開園予定
最寄駅
在園児59名
面接 : 随時実施します
① JR,阪神線「西宮」駅から徒歩１５分
（定員 50名）
② 阪神線「西宮」駅から徒歩10分
職種

募集人数

1名

必要資格

栄養士・管理栄養士

★下記3点を郵送してください。

・履歴書 ・健康診断書
・作文「私の幼年時代」

栄養士資格

採用条件

（原稿用紙2枚程度）

契約内容

☆正規職員
＜新卒者＞ 平成30年春卒業見込みの方

応募条件

＜既卒者＞栄養士として勤務経験のある方

詳しくは電話でお問い合わせください

所定労働時間を超える就業の有無

就業時間

有り [月４時間程度]

8:30 ～ 17:00
休日 ： 日曜・祝祭日
実働時間（7.5時間）、休憩時間（1時間）

土曜 （※3週に１回出勤有⇒平日に休みを設定

合計8.5時間拘束です。

年末年始（12/29～1/3） ６日間

☆初年度有給休暇 ： 20日

※勤務開始日＝ 平成30年3月22日（木）

入職時から月一回取得することも可能です

勤務開始日については調整可能です
・交通費支給

上限 30,000円

・住宅手当 有り 上限 20,000円

・職員給食 有り （本人負担あり）

・加入保険＝健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・退職共済制度
[ 給与 ]
本給

・四大卒

・ 短大・専門
学校卒

195,000

192,500

[ 賞与 ] 28年度実績4.2ヵ月/年 （採用6ヵ月経過後対象）
[ 昇給 ] 過去実績 年１回
※試用期間 3ヵ月 有り

・既卒者は経験給が加算されます
☆ゆめっこ保育園が大切にしていること☆
・食にこだわる （ 安全で旬の物をおいしく ）

・身体づくり （ リズム運動、散歩など ）

・感性を育てる （ 歌、絵本、絵画、表現など ）

・集団づくり （ 子ども集団に限らず職員集団も ）

木の温もりと風が通る園舎で、60名の子どもたちが大きな家族のように生活しています
♡食べることに意欲があり、大好きな子どもになってほしいとの想いで、
一日一日の食事を大切につくっています

平成30年4月 久保公園（久保町）に定員60名の
分園「ゆめっこわかば保育園」を新設開園予定です。
勤務場所はゆめっこ保育園、ゆめっこわかば保育園の
どちらかになります。先輩栄養士が丁寧に指導します。
本園、分園は歩いて5分の距離です。

子どもたちが健やかに育つように
職員一同力を合わせて、ていねいな保育を
心がけています。
長く働いていただきたいので
法人としても、職員が働きやすい職場になるよう
処遇改善に取り組んでいます。

平成30年4月、新しい保育園ができます

求人概要

法人名
社会福祉法人 いちにわたけのこ会
http://www.yumekko-n.com

平成29.08

所在地・電話・ファックス

事業所名称
〒662-0928
① ゆめっこ保育園
兵庫県西宮市石在町16-25
② (分園) ゆめっこわかば保育園
☏ 0798-35-2758
0798-32-4455
平成30年4月開園予定
最寄駅
面接 : 随時実施します
在園児59名
① JR,阪神線「西宮」駅から徒歩１５分
（定員 50名）
② 阪神線「西宮」駅から徒歩10分
★下記2点を郵送してください。
必要資格
採用条件 募集人数
職種 ： 保育士 （パート）
・履歴書 ・健康診断書
保育士資格
数名程度
時給 ・ 1年ごと契約（更新の可能性あり）

契約内容

詳しくは電話でお問い合わせください

保育所勤務経験のない方も可

応募条件
就業時間

早出 7:00 ～ 11:00

所定労働時間を超える就業の有無

遅出 16:00 ～ 19:00

有り [月４時間程度]

※勤務時間帯についてはご相談ください。
＜時給 ＞
・交通費支給

休日 ： 日曜・祝祭日
年末年始（12/29～1/3） ６日間

1,000 ～ 1,200円

上限 30,000円

・住宅手当

☆有給休暇 ： 有り＜ 勤務内容により日数決定＞
上限 20,000円

・加入保険＝雇用保険（週20時間以上の場合）、労災保険
[賞与] 28年度実績 3.2ヵ月/年※週20時間以上勤務の場合
それ以下は寸志

どちらも採用後6ヵ月経過者対象

[ 昇給 ] 過去実績 年１回
※試用期間 3ヵ月 有り

☆ゆめっこ保育園が大切にしていること☆
・食にこだわる （ 安全で旬の物をおいしく ）

・身体づくり （ リズム運動、散歩など ）

・感性を育てる （ 歌、絵本、絵画、表現など ）

・集団づくり （ 子ども集団に限らず職員集団も ）

木の温もりと風が通る園舎で、60名の子どもたちが大きな家族のように生活しています

平成30年4月 久保公園（久保町）に定員60名の
分園「ゆめっこわかば保育園」を新設開園予定です。
勤務場所はゆめっこ保育園、ゆめっこわかば保育園の
どちらかになります。
本園、分園は歩いて5分の距離です。

詳しくはお気軽に電話で
お問い合わせください

どちらの園も、子どもたちが健やかに育つように
職員一同力を合わせて、ていねいな保育を
心がけています。
長く働いていただきたいので
法人としても、職員が働きやすい職場になるよう
処遇改善に取り組んでいます。

☘ 園見学も随時受け付けています ☘

平成30年4月、新しい保育園ができます

求人概要

平成29.08

法人名
社会福祉法人 いちにわたけのこ会
所在地・電話・ファックス
http://www.yumekko-n.com
〒662-0928
事業所名称
① ゆめっこ保育園
兵庫県西宮市石在町16-25
② (分園) ゆめっこわかば保育園
☏ 0798-35-2758
0798-32-4455
平成30年4月開園予定
最寄駅
在園児59名
面接 : 随時実施します
① JR,阪神線「西宮」駅から徒歩１５分
（定員 50名）
② 阪神線「西宮」駅から徒歩10分
職種

募集人数

1名

必要資格

調理師

★下記3点を郵送してください。

・履歴書 ・健康診断書
・作文「私の幼年時代」

調理師資格

採用条件

（原稿用紙2枚程度）

契約内容

☆パート職員
調理師として勤務経験のある方

応募条件

詳しくは電話でお問い合わせください

所定労働時間を超える就業の有無

就業時間

無

(A) 9:00 ～ 13:00 (B) 8:30 ～ 17:00
休日 ： 日曜・祝祭日

土曜 （※3週に１回出勤有⇒平日に休みを設定

シフト制で週24時間程度勤務

年末年始（12/29～1/3） ６日間

1週間のうち1回、(B)の勤務があります

☆初年度有給休暇 ： 15日

※勤務開始日＝ 平成30年3月1日（木）

入職時から月一回取得することも可能です

勤務開始日については調整可能です
・交通費支給

上限 30,000円

・住宅手当 有り 上限 20,000円

・職員給食 有り （本人負担あり）

・加入保険＝労災保険・雇用保険
[ 給与 ]

[ 賞与 ] 28年度実績3.2ヵ月/年 （採用6ヵ月経過後対象）
時給

[ 昇給 ] 過去実績 年１回

1,000 ～ 1,200円

※試用期間 3ヵ月 有り

☆ゆめっこ保育園が大切にしていること☆
・食にこだわる （ 安全で旬の物をおいしく ）

・身体づくり （ リズム運動、散歩など ）

・感性を育てる （ 歌、絵本、絵画、表現など ）

・集団づくり （ 子ども集団に限らず職員集団も ）

木の温もりと風が通る園舎で、60名の子どもたちが大きな家族のように生活しています
♡食べることに意欲があり、大好きな子どもになってほしいとの想いで、
一日一日の食事を大切につくっています

平成30年4月 久保公園（久保町）に定員60名の
分園「ゆめっこわかば保育園」を新設開園予定です。
勤務場所はゆめっこ保育園、ゆめっこわかば保育園の
どちらかになります。先輩栄養士が丁寧に指導します。
本園、分園は歩いて5分の距離です。

どちらの園も、子どもたちが健やかに育つように
職員一同力を合わせて、ていねいな保育を
心がけています。
長く働いていただきたいので
法人としても、職員が働きやすい職場になるよう
処遇改善に取り組んでいます。

