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私たちは、医療法人社団 友志会  社会福祉法人 延寿会  医療法人 駿仁会の
３つの法人で、 医療・介護・子育て の事業を展開しています。
その中で子育ての分野は、栃木県野木町に２つの保育園（いちご保育園・りんご保育園）

そして児童養護施設（アリスとテレス）があります。

地域に根付いた保育園・児童養護施設で一緒に働きませんか？

系列法人にある
野木病院との連携

医療との連携 看護師がいちご保育園、りんご保育園、
児童養護施設アリスとテレスで勤務している

保育と医療の連携が整っており
子どもや保護者だけでなく
職員も安心です！

この町に住んで、関わり合いを
持ったときからいつまでも共に生きる

〒329-0111 
栃木県下都賀郡野木町丸林 312-4

〒329-0112 
栃木県下都賀郡野木町南赤塚 842-20

〒329-0112 
栃木県下都賀郡野木町南赤塚1219-3

2



野木病院野木病院

イルカ
ゆかい
イルカ
ゆかい

菜の花菜の花
ヘルパーステーションヘルパーステーション

キラリの舎キラリの舎
特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

虹の舎虹の舎
特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

花の舎病院花の舎病院

ひまわり荘ひまわり荘
介護老人保健施設介護老人保健施設

たんぽぽたんぽぽ
訪問看護ステーション訪問看護ステーション

いちご保育園

りんご保育園
アリスとテレス

アリスと
テレス

森の舎森の舎
グループホームグループホーム

リハビリテーションリハビリテーション

私たちは、医療法人社団 友志会  社会福祉法人 延寿会  医療法人 駿仁会の
３つの法人で、 医療・介護・子育て の事業を展開しています。
その中で子育ての分野は、栃木県野木町に２つの保育園（いちご保育園・りんご保育園）

そして児童養護施設（アリスとテレス）があります。

地域に根付いた保育園・児童養護施設で一緒に働きませんか？

系列法人にある
野木病院との連携

医療との連携 看護師がいちご保育園、りんご保育園、
児童養護施設アリスとテレスで勤務している

保育と医療の連携が整っており
子どもや保護者だけでなく
職員も安心です！

この町に住んで、関わり合いを
持ったときからいつまでも共に生きる

〒329-0111 
栃木県下都賀郡野木町丸林 312-4

〒329-0112 
栃木県下都賀郡野木町南赤塚 842-20

〒329-0112 
栃木県下都賀郡野木町南赤塚1219-3

3



日々の保育を行うにあたり、「必ずこうしなければならない」

という決まり事はありません。職員一人一人の提案が反映

され、 実行することが可能なので若いうちからより多くの

ことに挑戦することが可能です。

栃木県野木町には保育園が2つあり、両園とも

延寿会が運営しております。地域の子どもたちを

預かる担い手として、子供たちのことを第一に

考えながら職員一丸となって日々の保育生活を

　　送っています。

残業が少ないこと、産休・育休の取得などプライ

ベートの充実やライフスタイルの変化に柔軟に

対応することができます。 子供を預けながら

勤務している職員もおり、退職することなく

勤務を続けていくことが可能です。

地域に根付いて
保育を提供しています

若いうちから
活躍が可能です
若いうちから
活躍が可能です

長く勤めることが
できる環境があります
長く勤めることが

できる環境があります

子ども一人ひとりの大切な生命を守り、保護者へ子育ての
楽しさを広め、地域に愛され親しまれる保育園を目指します。

JR野木駅から徒歩5分。
アクセス良好な立地の
開放感ある保育園です。
〒329-0111 
栃木県下都賀郡野木町丸林 312-4

定員：210名

平成28年に新築移転。
広い園庭と中庭の自然に
囲まれたゆとりある環境です。
〒329-0112 
栃木県下都賀郡野木町南赤塚 842-20

定員：170名

広いデッキで
ご機嫌♪

各部屋の仕切り
がなく、開放的

鮎の

つかみ取
り

大人気の
屋内プール

園舎中央には
広い中庭

静かな環境でぐっすりお昼寝

いちご保育園 りんご保育園

ひろびろ

お遊戯ホ
ール！
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9:30

10:30
12:30

7:00~

11:30

保育園内で手作りされた
給食をクラスに運び、
園児と一緒に食べます。

15:00

16:00
17:30~

10:00

（いちご保育園 / 2019 年入職）

実習をした際、子ども達がのびのびと生活している

様子や、保育者が楽しそうに保育をしている姿を

見て、園の雰囲気や保育に魅力を感じました。ボラ

ンティアもして、さらに魅力を感じ、ここで働きたい

と思ました。分からないことがあっても先輩方から

やさしく丁寧で的確なアドバイスをして頂けるので、

安心して働くことができます。少しでも気になること

があったら、園に来て雰囲気や保育の様子を見学

することをお勧めします。
（いちご保育園 / 2014 年入職）

産休前に急な休みや早退があった時は、園長先生を

はじめ職員の皆さんにフォローして頂き、職員間の

協力体制に感謝するばかりでした。そして育休中に

園に遊びに行った際にも私達親子を温かく迎えて

くださりとても嬉しかったです。妊娠中や出産後に

不安を抱えていましたが、育休・産休というしっかり

とした制度があるため、不安なく取得でき、安心して

出産を迎えることができました。出産や子育てを

しながら長く働くことを考えている皆さんに安心して

もらえたら嬉しいです。 （りんご保育園 / 2019 年入職）

入職当時は不安もたくさんありましたが、優しい

先輩方が指導してくれたおかげで毎日楽しく仕事を

することができています。入職して何より良かった

と思うことは、先輩方が温かい雰囲気の中で、

分からないことを一つ一つ丁寧に教えてくれるところ

です。研修制度も充実しているため、個人のスキル

アップも図れます。みなさんも一度、見学に来て

みてください。

（りんご保育園 / 2015 年入職）

どの仕事も責任とやりがいの感じる仕事ばかり

ですが、特に毎年恒例の「夏祭り」の責任者はとても

やりがいを感じることができました。当時は私に

つとまるのか不安な気持ちもありましたが、責任者

として出来ることを全力で取り組み、当日は子ども

たちの笑い声や「楽しかった！」という声が聞けま

した。りんご保育園では、日本の伝統文化や季節を

感じられるような行事が沢山あります。ひとつ行事

を終えるたびに子どもだけでなく私たち保育士も

やり遂げた達成感を味わうことができますよ。

長坂 汐保里さん 白川 雅美さん 川   紅美 さん 篠原 由佳梨さん

ママ
保育士

17:30～18:00がお迎えのピーク。
引き渡し時には、その日の子どもの
様子を保護者に伝えます。

歌や手遊び、読み聞かせ、
お絵かき、工作、プールなど
のプログラムを行います。

お昼寝の間に休憩・職員会議・
イベント準備や、保育日誌を
書いたり、指導計画を立てたり
とデスクワークもこなします。 正職員の割合を高くすることで、

早番や遅番、土日出勤の1人当たり
の回数を少なくしています。
（土曜日出勤は 6 週間に1回ほどです。）

正職員

休日にみんなで
アスレチックに
行ったよ～♪

勤務時間は7:00～20:00のうち実働8時間
のシフト制です。30分刻みのシフトをうまく
組み合わせて無駄な残業をなくしています。
また、普段からみんなが帰りやすいように
声掛けを徹底しています。
残業が少ないため、自分の時間を持つこと
ができ、プライベートの充実に繋がります。

お疲れ様でした。
買い物をして
帰ろうかな♪

なんと82%！
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よく学び、保育士として
大きく成長できる環境があります。

S t ep
 
Up !

オリエンテーション

保
育
園
の

教育
体制

小児の病気やけがの対応

社会人マナー /保育園理念
他の職員との連携

保護者対応

1年の目標の立て方

小学校や他の幼稚園、
保育園との連携

先輩としての在り方、
後輩とのかかわり方

今まで身に着けてきた
知識と技術の再確認

１年目
２年目

３年目～

複数担任クラスで、先輩保育士に日々
の業務を丁寧に教わります♪

複数担任クラスや、フリー保育士と
してそれぞれの年齢のクラスに入り、
年齢に応じた保育を実践します。

１人でクラスを受け持ったり、
複数担任のクラスで後輩の相談に
のったりと経験を積んでいきます。

内部
研修

外部
研修

ケース会議、勉強会（実技など）、
外部研修受講者の発表会

全国保育士会や保育協議会、
日本保育連盟などが主催の研修や講演会　

　分科会 　「乳児保育」や「食育、アレルギー」「保護者支援、
子育て支援」などの複数のテーマの中で興味のある分科会に

参加し、自分たちでテーマを決めて勉強会を行っています。

ここで日頃の保育の悩みや難しさを話し合ったり、職員同士

意見を出し合ったりすることで、知識を深めます。
3 年目
以降～

2年目

1年目

○担当業務に関する研修　○中堅保育士としての研修
○キャリアアップ研修

○実技的な研修・絵本の読み聞かせ、運動会実技研修、
　記録の書き方、活かし方 等

○保育所新任保育士研修
研
修
の
一
例

研
修
の
一
例

たくさんの求人があって
就職先を選べません。
どうすれば良いでしょうか！？

Q Q

Q ピアノが苦手です。
保育士として働けますか！？

いちご保育園・りんご保育園では、
何歳くらいの先輩が働いていますか？

A A

A

・保育方針や保育の仕方が自分の理想に近いか
・職場の雰囲気が良いか
・園の規模や環境が自分に合いそうか

はじめて正職員として働く場所ですので、たくさん悩んでしまうかもしれません。
パンフレットやホームページを見て悩むよりも、 　
見学や体験に行き、以下の３つのポイントを確認しましょう。

説明会やパンフレットでは伝えきれない新しい発見がきっとあります。

ピアノが苦手な保育士さんは数多くいます。それでも、実際に

譜面を見ながらなんでもすぐに弾ける先生に羨ましさを感じず

にはいられませんよね。いちご保育園・りんご保育園にはピアノ

がたくさんあるので、是非積極的に触りましょう！（練習での

使用OKです！）ピアノが上手な先輩や同期に教えてもらったり

することで自然と上達していきますよ♪

見学に行くことをお勧めします！

年齢の近い先輩職員がたくさんいるので
分からないことを相談しやすいのが特徴です。

50代

40代

30代

20代

20代

30代

40代

50代

（ 34名）

（ 23名）

（ 14名）

（ 2名）

よ
く
あ
る
質
問

保
育
園
編

S T A F F

？
大丈夫です！少しずつ
上達していきましょう！！

同期・先輩後輩みんな仲良し♪

先輩が優しく教えてくれます。　

採用試験時にピアノ演奏をしてもらいますが、
あくまでも私たちは人物重視で行っています。
苦手な方も安心してください。

みなさんと年齢の近い
先輩職員がたくさんいます。
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子ども達の自立を支える
もうひとつの家

１ユニット6名の少人数で
家庭的な施設です。
〒329-0112 
栃木県下都賀郡野木町南赤塚 1219-3

定員：36名(6人×２ユニット×３棟)

年長男児棟と年長女児棟が５名、幼児棟は６名の職員で

担当し、他に基幹的職員・主任・家庭支援専門相談員・看護

師・職業指導員・里親支援相談員なども棟の宿直等児童支援

に当たります。食事は各ユニットで一般家庭と同様の台所を

使用し、ユニット担当の職員が作っています。

年長男児棟、年長女児棟、幼児棟それぞれ

２つのユニットに分け、１ユニット６名定員

の小規模で家庭的な養育をしています。

建物は2013年にキッズデザイン賞を

  受賞しています。

被虐待児や発達障害、愛着障害を抱えた児童も

多く、養育には苦労を伴いますが、時とともに

成長する子どもたちの姿を見られたときの喜びは

とても大きなものです。

県内で1番新しい施設
 （2019年8月現在） 他職種の職員が連携して支援

様々な事情を抱えた子ども達が
たくましく成長する喜びを共に

ユニット＝「家」と考え、食事や入浴、団らん、様々なイベントなど
ユニットごとに独立した生活を送り、一人ひとりにより細やかな支援をしています。

アリスとテレス
児童養護施設

アリスとテレス
児童養護施設

小学生以上は
個室が用意
されています。

明るく
温かみのある

室内

職員用の

宿直室

広く開放的な
リビング
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9:00~

16:30
6:45

6:30

7:30~

~16:00

子ども達帰宅、習い事の
送迎や宿題のサポート、
夕食の下ごしらえ

18:00
20:00

21:00~

8:00~

予定の確認や報告・相談など
職員間で打合せを行います。

入学・進学祝い
花　見

夏祭り
テーマパーク日帰旅行

こどもの日（BBQ） 十五夜

流しそうめん 年長児合宿
ハロウィン

クリスマス会
餅つき大会

豆まき
施設文化祭・スキー教室

七　夕 七五三

初　詣

ひな祭り
卒業祝い・送別会

アリスとテレスでは、家庭的な雰囲気を

子ども達に伝えていく目的で、各ユニットで

ユニット職員が食事作りを行なっています。

掃除・洗濯・料理などの家事全般。
子どもたちと一緒に取り組む
こともあります。

個々の成長に合わせ、勉強や
運動をサポートします。

学校の先生・保護者、地域のボランティア、

児童相談所、他の児童福祉施設、地域のスポーツ

クラブ等、様々な機関と連携を取ります。

子どもたちが施設を退所する際の
支援を行います。
　・家庭復帰
　・他施設へ移る（里親家庭等）
　・自立（社会に出て一人暮らし）等

最初は心を開いてくれなかった
子どもが、日々の関わりを通して
少しずつ心を開いてくれた時は
大きなやりがいを感じます。

6:00 12:00 18:00 24:00 翌6:00 翌12:00

6:30-15:30 
早番

8:30-17:30 
日勤

13:00-22:00 
遅番

6:00-10:00 18:00-22:00休憩
断続勤務の場合

9:00-22:00 6:00 -10:00 
宿直勤務の場合

宿直

□シフトは一例で他にもパターンがあります。
　(１ヶ月単位の変形労働時間制)
□お休みは月9日、他にも夏季休暇・冬季休暇があります♪

子どもたちの生活
に寄りそったケア
をします。

サ
ポ
ー
ト
例
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S t ep  Up !
困ったときに相談できる
環境があるから、安心して
仕事に取り組めます。

アリスとテレスの教育体
制

内部
研修

どんな内容を学びたいか、職員

の意見を聴き、テーマを決めて

研修を行います。希望が多いもの

は外部講師をお呼びして研修を

行います。

外部
研修

栃木県児童養護施設協議会・

全国児童養護施設協議会が主催

の研修等、経験年数や技能に

応じて学びを深められます。

どんな子どもたちが
在籍していますか？Q Q

Q
食事を作る、と聞きましたが
料理の経験が少なくて不安です。
大丈夫でしょうか？

職場の方と仲良くできるか不安です。
職場はどのような雰囲気か教えてください。

あとは少しずつ教えてもらってレパートリーを増やせば

大丈夫です。（毎日の献立は決まっていて、ご飯の下ごしらえ

やサポートをしてくれる専門のスタッフもいますよ♪）

子どもたちに「美味しいね」の一言を貰うことで、料理が

苦手だったけど頑張れちゃうんです！

よ
く
あ
る
質
問

児
童
養
護
施
設
編S T A F F

新入職員オリエンテーション

社会人としてのマナーから、

業務の流れ、職場でのルールなどを

１から丁寧に教わります。

先輩と一緒に業務をこなしながら
仕事を覚えていきます。

各棟に寮長・スーパーバイザーが配置されて

おり、その他の主任指導員や施設長補佐など、

相談できる相手が沢山います！

虐待による悪影響がある児童や発達障害を

持つ児童も多く、子ども達と関係を築く

のは大変で時間もかかりますが、丁寧な

根気強いかかわりを続けていくことで、

子どもらしい表情が多くなり、成長が

見られてうれしくなります。

まずは炊飯器でごはんが炊けて、
みそ汁が作れるようになりましょう！

アリスとテレスには20代から

60代まで幅広い年齢層の職員

がいます。年が近い先輩や、

お父さん・お母さんと同世代

の先輩もいるので、分からない

ことや悩みなどを相談しやすい

環境です。また、同期や同じ棟

の職員でランチ会や飲み会を

しています。

明るく和やかな雰囲気の職場なので、
すぐに打ち解けられますよ。

調理専門のスタッフがいるから安心♪　

今後、ハイキングや演劇鑑賞なども
計画していますので、親睦を深める
機会がたくさんあります♪

A A

A

基本的には保護者がいない、あるいは
保護者に養育させることがふさわしくない（虐待など）
おおむね3歳から18歳までの児童が在籍しています。

？

（2018年入職）

私は大学で教育学部に入り、教員免許を取得しました。

勉強する中で、子どもの心身の健康を支える仕事

がしたいと思い、この仕事を選びました。入職して

1年経ち、子どもとの信頼関係ができてきました。

1年間で子どもが大きく成長することを知り、

驚きました。大変な仕事ではありますが、ふと

したときに子どもから「いつもありがとう」と

言われると、子どものために頑張りたい、一緒に

成長していきたい、と思えます。 （2016年入職）

児童養護施設の仕事に携わるようになって10年が

経ちました。入職当初は辛いことが多く、やりがい

があるかどうかを考える余裕もありませんでした。

一人、また一人と退所児童を出していく中で、その

子たちと一緒に酒を酌み交わすようになりました。

その席で「あの時はこうだったよね」「よく叱られ

たよね」など他愛もない話をしている時に、「この

子たちを見てきて良かったな」「この仕事をしてきて

良かったな」と思えて、やりがいを感じるようになり

ました。

荒川 奈津希さん 田中 周さん
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荒川 奈津希さん 田中 周さん
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職員同士が互いに助け合い
育ちあえる環境を

よい保育をしていく為には、保育者が「毎日仕事に

行きたい」と思える雰囲気を作っていく事が大切だと

考えています。いちご保育園では、職員同士がお互いに

助け合い、育ちあえるよう環境や保育を工夫することで

一人ひとりの仕事の負担を減らせるよう配慮して

います。子どもが大好き！！一緒に生活したり遊んだり

する中で楽しさをたくさん共有したい！！と思う方、

私たちと一緒に保育してみませんか？

日々子ども達との関わりや書類作成、行事の準備など、

保育士の仕事は多岐にわたり、とても大変といわれます。

しかし、子ども一人ひとりの初めての「できた！」に

立ち会える喜びや感動が、私たちのやりがいにつな

がっていると思います。保育をする私たちが楽しく

なければ子どもたちは楽しくない！明日も保育園で

遊びたい、明日はどんな楽しいことがあるかな？と

子どもたちが思える保育であってほしいと思って

います。りんご保育園は、子どもたち・保護者・

そして私たち職員にとっても安心して過ごせる場で

ありたいと思います。

子どもの「できた！」に
立ち会える喜びと感動

朝、子ども達を起こし、食事を作り、行儀よく食べ

させ、身支度を整えさせて学校に送り出す。学校から

戻ったら宿題をみて、子ども達と遊んで、また一緒に

夕食をとりテレビを見て話をして…、褒めて、喜んで、

時には叱り、という「暮らし」が仕事です。愛情があり、

感情表現豊か（激しいのは困ります）で、子ども達と

一緒に成長しようという向上心のある人が向いて

います。5年勤めれば苦労の涙が喜びの涙に変わって

きます。

「子どもと一緒に暮らす」…が
お仕事です。

※保育士の場合、ピアノを演奏していただきます。（楽譜を見ながらお好きな曲を２曲演奏）
　選考は人物重視ですのでピアノが苦手な方でも安心してください。

保育士として、指導員として働こうと考えている皆さん

にとって、職場を見る・体験することは職場環境や

雰囲気を実感できる良い機会となります。

学校の授業やアルバイトで忙しい学生さんは日程

調整をするのが難しいと思いますが、見学・体験

は皆さんのスケジュールを最大限考慮して決めさ

せていただきますのでご安心ください！

まずはお気軽にご連絡ください♪

足利短期大学
宇都宮短期大学
大泉保育福祉専門学校
大宮子ども専門学校
関東短期大学
國學院大學栃木短期大学
国際医療福祉大学
国際学院埼玉短期大学
国際看護介護保育専門学校
埼玉学園大学

見学・体験随時受付中採用の流れ

見　学 面　接 内　定

採用実績校一覧 ※順不同

埼玉県立大学
埼玉純真短期大学
作新学院大学女子短期大学部
佐野日本大学短期大学
淑徳大学
淑徳大学短期大学部
聖セシリア女子短期大学
聖徳大学
聖徳大学短期大学部
星美学園短期大学

大東文化大学
東京家政学院大学
東京家政大学
東京こども専門学校
東京福祉大学
東京福祉大学短期大学部
東京保育専門学校
東京リゾート＆スポーツ専門学校
東洋大学
白鷗大学　　　　　　　　　　等

石木 祐子
（いちご保育園　園長）

青山 恵美子
（りんご保育園　園長）

田仲 輝男
（アリスとテレス　施設長）

連絡先  0280-57-2256
社会福祉法人　延寿会（採用担当宛）

ママ・パパに
なっても
働きやすい
職場です！

Enjoy！childcare.
Enjoy！childcare.

「働きやすい」には理由があります。
安心して働ける！長く働ける！！　

保育士を目指すあなたの夢を
サポートします！

自宅から通えない…と悩んでる皆さんへ！

貸与金額：月額 50,000 円

貸与期間：在学期間中

返　　済：全額返済免除
　　　　　　　(貸与期間と同等の期間勤務した場合)

その他：年の途中からでも利用可能

・洋室１ＤＫ（冷暖房、Wi-Fi 完備）
・家具家電、駐車場付き
・近隣にはコンビニ、ドラッグストア、総合病院、
　スーパー等、生活する上で非常に便利な環境です。

職員寮完備（　　　　）

初めての一人暮らしはドキドキわくわく♪
仕事とプライベート、両方楽しみましょう！

住宅手当支給

※入寮・住宅手当には条件があります。

保育士・指導員はまだまだ女性の

多い職場になります。女性には出産

・子育てなど様々なライフイベント

があります。延寿会では産休・育休

の取得率100％はもちろんのこと、

いちご保育園・りんご保育園を

利用しながら働いている職員も

多くいます。

保育士

指導員

子育てと仕事どちらも両立しながら長く安心して働ける環境が整っています。

寮費 15,000 円／月
水道・光熱費込

（27,000 円／月）

16



職員同士が互いに助け合い
育ちあえる環境を

よい保育をしていく為には、保育者が「毎日仕事に

行きたい」と思える雰囲気を作っていく事が大切だと

考えています。いちご保育園では、職員同士がお互いに

助け合い、育ちあえるよう環境や保育を工夫することで

一人ひとりの仕事の負担を減らせるよう配慮して

います。子どもが大好き！！一緒に生活したり遊んだり

する中で楽しさをたくさん共有したい！！と思う方、

私たちと一緒に保育してみませんか？

日々子ども達との関わりや書類作成、行事の準備など、

保育士の仕事は多岐にわたり、とても大変といわれます。

しかし、子ども一人ひとりの初めての「できた！」に

立ち会える喜びや感動が、私たちのやりがいにつな

がっていると思います。保育をする私たちが楽しく

なければ子どもたちは楽しくない！明日も保育園で

遊びたい、明日はどんな楽しいことがあるかな？と

子どもたちが思える保育であってほしいと思って

います。りんご保育園は、子どもたち・保護者・

そして私たち職員にとっても安心して過ごせる場で

ありたいと思います。

子どもの「できた！」に
立ち会える喜びと感動

朝、子ども達を起こし、食事を作り、行儀よく食べ

させ、身支度を整えさせて学校に送り出す。学校から

戻ったら宿題をみて、子ども達と遊んで、また一緒に

夕食をとりテレビを見て話をして…、褒めて、喜んで、

時には叱り、という「暮らし」が仕事です。愛情があり、

感情表現豊か（激しいのは困ります）で、子ども達と

一緒に成長しようという向上心のある人が向いて

います。5年勤めれば苦労の涙が喜びの涙に変わって

きます。

「子どもと一緒に暮らす」…が
お仕事です。

※保育士の場合、ピアノを演奏していただきます。（楽譜を見ながらお好きな曲を２曲演奏）
　選考は人物重視ですのでピアノが苦手な方でも安心してください。

保育士として、指導員として働こうと考えている皆さん

にとって、職場を見る・体験することは職場環境や

雰囲気を実感できる良い機会となります。

学校の授業やアルバイトで忙しい学生さんは日程

調整をするのが難しいと思いますが、見学・体験

は皆さんのスケジュールを最大限考慮して決めさ

せていただきますのでご安心ください！

まずはお気軽にご連絡ください♪

足利短期大学
宇都宮短期大学
大泉保育福祉専門学校
大宮子ども専門学校
関東短期大学
國學院大學栃木短期大学
国際医療福祉大学
国際学院埼玉短期大学
国際看護介護保育専門学校
埼玉学園大学

見学・体験随時受付中採用の流れ

見　学 面　接 内　定

採用実績校一覧 ※順不同

埼玉県立大学
埼玉純真短期大学
作新学院大学女子短期大学部
佐野日本大学短期大学
淑徳大学
淑徳大学短期大学部
聖セシリア女子短期大学
聖徳大学
聖徳大学短期大学部
星美学園短期大学

大東文化大学
東京家政学院大学
東京家政大学
東京こども専門学校
東京福祉大学
東京福祉大学短期大学部
東京保育専門学校
東京リゾート＆スポーツ専門学校
東洋大学
白鷗大学　　　　　　　　　　等

石木 祐子
（いちご保育園　園長）

青山 恵美子
（りんご保育園　園長）

田仲 輝男
（アリスとテレス　施設長）

連絡先  0280-57-2256
社会福祉法人　延寿会（採用担当宛）

ママ・パパに
なっても
働きやすい
職場です！

Enjoy！childcare.
Enjoy！childcare.

「働きやすい」には理由があります。
安心して働ける！長く働ける！！　

保育士を目指すあなたの夢を
サポートします！

自宅から通えない…と悩んでる皆さんへ！

貸与金額：月額 50,000 円

貸与期間：在学期間中

返　　済：全額返済免除
　　　　　　　(貸与期間と同等の期間勤務した場合)

その他：年の途中からでも利用可能

・洋室１ＤＫ（冷暖房、Wi-Fi 完備）
・家具家電、駐車場付き
・近隣にはコンビニ、ドラッグストア、総合病院、
　スーパー等、生活する上で非常に便利な環境です。

職員寮完備（　　　　）

初めての一人暮らしはドキドキわくわく♪
仕事とプライベート、両方楽しみましょう！

住宅手当支給

※入寮・住宅手当には条件があります。

保育士・指導員はまだまだ女性の

多い職場になります。女性には出産

・子育てなど様々なライフイベント

があります。延寿会では産休・育休

の取得率100％はもちろんのこと、

いちご保育園・りんご保育園を

利用しながら働いている職員も

多くいます。

保育士

指導員

子育てと仕事どちらも両立しながら長く安心して働ける環境が整っています。

寮費 15,000 円／月
水道・光熱費込

（27,000 円／月）

17



18

　　いちご保育園 　

　　りんご保育園 　

　　児童養護施設 アリスとテレス保育士・指導員 採用のご案内

RecruitRecruit 社会福祉法人

延寿会

〒 329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼 5320-2
TEL.  0280-57-2256

社会福祉法人　延寿会　

jinji@yushikai.jp

http://www.nogihosp.or.jp/


