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・市立公民館

・門真税務署
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大和田駅
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介護と福祉の門真市 就職フェア
14:00〜
16：00
14:00〜
16：003.123.12

参加施設一覧44つのメリット！！福祉業
界

で働く

❶安定した職業・職場　　❷社会貢献ができる
❸若くても活躍次第で管理職になれる
❹資格支援制度がある施設が多いので
　どんどんキャリアUPができる

フェア
お問合せ場所

TEL.072-881-8201

金

門真市民文化会館
ルミエールホール 2Fレセプションホール
〒571-0030　門真市末広町29-1
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門真市民文化会館
ルミエールホール

京阪電車「古川橋駅」下車　南へ徒歩5分会場への
アクセス

正社員、パート、アルバイトの介護職・看護職・相談員・介護支援専門員
管理栄養士・保健師・社会福祉士・介護ヘルパー・調理補助の募集を行います！

特別養護老人ホーム
ナーシングホーム智鳥

主催 門真市介護保険サービス事業者連絡会　特養施設長連絡会　　共催 門真市社会福祉協議会　くすのき広域連合門真支所
後援 門真市、大阪府社会福祉協議会　　対象 令和2年度卒業予定者／既卒者／中途採用 等どなたでも参加頂けます。

無資格・未経験・新卒でない方短時間OKのお仕事！！スタッフの生の声が聞ける！無資格・未経験・新卒でない方短時間OKのお仕事！！スタッフの生の声が聞ける！

令和3令和3

●門真荘　●はすゆめ
●ナーシングホーム智鳥　●ケアホームちどり
●三養苑　●四宮三養苑　●はるかの郷
●つくしの里　●門真千寿園

★

新型コロナの感染状況により、中止の可能性があります。
感染症対策上、会場に来られない方につきましては、直接、各法人に問い合わせをして下さい。

参加無料・事前申込不要！

四宮三養苑

はすゆめ

門真荘

ケアホームちどり

つくしの里

はるかの郷

ナーシングホーム智鳥

三養苑
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裏面に
施設の募集要項・連絡先を
ご案内しています



社会福祉法人 ロータス福祉会

特別養護老人ホーム　門真荘

地域密着型
介護老人福祉施設  はすゆめ
地域密着型
介護老人福祉施設  はすゆめ

住所：門真市堂山町 25－20
電話：06－6901－8111
FAX：06－6905－0040

社会福祉法人 スリーヴィレッジ
特別養護老人ホーム　つくしの里特別養護老人ホーム　つくしの里

（平成 15年２月 1日　開設）
住所：門真市大橋町 12－8
電話：072－800－0130
FAX：072－800－0131

社会福祉法人 三養福祉会
特別養護老人ホーム　三養苑

（平成 10年 4月 15日　開設）
住所：門真市桑才 294－5
電話：072－882－3333
FAX：072－885－6118
E-Mail：honbu2@sanyofukushikai.com

社会福祉法人 三養福祉会
養護老人ホーム・地域密着型特養　四宮三養苑養護老人ホーム・地域密着型特養　四宮三養苑

（平成 25年４月 1日　開設）
住所：門真市四宮 5－4－22
電話：072－882－2233
FAX：072－882－2727
E-Mail：shinomiya2@sanyofukushikai.com

（平成 30年 3月 1日　開設）
住所：門真市柳田町 15-23
電話：06－6991－8361
FAX：06－6991－8362
E-Mail：makino-kaori@chidori.or.jp　担当　牧野

住所：門真市堂山町 25－15
電話：06－6905－0611
FAX：06－6905－0057

（平成５年６月１日　開設）
住所：門真市北島町 12－3
電話：072－881－8201
FAX：072－881－8115
E-Mail：ookita-jun@chidori.or.jp　担当　大北

社会福祉法人 諭心会
特別養護老人ホーム　門真千寿園特別養護老人ホーム　門真千寿園

（平成 16年４月１日　開設）
住所：門真市野口 822
電話：072－884－7677
FAX：072－884－7688

社会福祉法人 イースト・ロード福祉会イースト・ロード福祉会
特別養護老人ホーム　はるかの郷特別養護老人ホーム　はるかの郷
◎ショートステイ　◎在宅介護支援センター
◎デイサービスセンター　◎ヘルパーステーション
◎居宅介護支援事業所　◎門真第２地域包括支援センター
住所：門真市柳田町 27－21
電話：06－6906－6900
FAX：06－6906－6908

◎ショートステイ　◎在宅介護支援センター
◎デイサービスセンター　◎ヘルパーステーション
◎居宅介護支援事業所　◎門真第２地域包括支援センター
住所：門真市柳田町 27－21
電話：06－6906－6900
FAX：06－6906－6908

ケアハウス　ロイヤルガーデンケアハウス　ロイヤルガーデン
住所：門真市柳田町 27－22
電話：06－6906－5800
FAX：06－6906－5577

ご利用者も職員も一緒に楽しく過ごせる
施設を目指しています。

ケアスタッフ・看護師
ケアマネージャー・調理スタッフ
http://eastroad.jp/index.php
eastroad@ac.auone-net.jp
アクセス良好！！　門真運転免許試験場の目の前！！
あなたの真心と笑顔を届けるお仕事です。 
アットホームで穏やかな職場です。
明るく元気な方、一緒に楽しく働きましょう！！

介護職員（常勤・非常勤）
http://sanyoufukushikai.com/
コロナでソーシャルディスタンス。
でも心は近くなります。
無資格でも経験がなくても大丈夫です。
先輩が優しく丁寧に教えます。

特別養護老人ホーム
デイサービスセンター
ヘルパーステーション
介護職・登録ヘルパー
http://www.tsukushinosato.net/
tukusinosato@soleil.ocn.ne.jp
運営に携わる職員の意識の高揚による信頼の確保、
利用者の安全や安心の確保を図ることを基本方針とする。

晋栄福祉会HP
https://www.chidori.or.jp/

ロータス福祉会 求人サイト

介護職員（正職員・アルバイト）
夜勤専従介護職員（アルバイト）
http://www.kadomasou.jp
lotus@kadomasou.jp
毎日笑顔でやりがいを持ってイキイキと働いて頂けるように
快適な職場作りと業務改善にも取り組んでおります。
少しでも興味をお持ちの方、迷われている方、面接前に話
だけでもという方、ぜひお気軽にご連絡ください。

介護職（正職員、パート）、看護職員（正職員、パート）
※特養、デイサービス等（①②）、併設の訪問看護ステーシ
ョンの看護師（①のみ）　地域包括支援センターの看護師
・保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員（①のみ）

社会福祉法人 晋栄福祉会
特別養護老人ホーム  ケアホームちどり特別養護老人ホーム  ケアホームちどり②

社会福祉法人 晋栄福祉会
特別養護老人ナーシングホーム智鳥特別養護老人ナーシングホーム智鳥①
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介護職員（正職員・パート・登録ヘルパー）
介護支援専門員（特養・居宅）
管理栄養士（常勤）
調理補助（常勤・パート）
nrb13683@nifty.com
自由で楽しい施設を目指しています。
そのために、職員がやりたいと思うことは、施設全体でバッ
クアップします。
無資格、未経験でも大丈夫、一緒に働きませんか。
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