
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月２回

急な坂があり毎回大変でしたが、とても助か

っております。短時間やちょっとしたことを

頼めるところが無かったので、とても

頼りになります。

（80 代／女

介護保険を利用できない

母親の部屋

の交換など困ったことを何でも対応して頂

けるのでとても助かって

（５0 代／女性・ご家族

■ケアスタッフ
時給

資格

■介護支援専門員
勤務地

時給

資格

■ケアスタッフ
勤務地

時給

  ★勤務

資格

■短時間

※

身の回りの世話をしたい

のですが

した。水漏れした時に、とても安くで直して

もらってから

『あゆみさん』に気軽に相談していると聞い

て安心しています。また、出張費や

見積代が掛からないのも魅力です！

（５０代／女

月２回朝のゴミだしをお願いしています。

急な坂があり毎回大変でしたが、とても助か

っております。短時間やちょっとしたことを

頼めるところが無かったので、とても

頼りになります。 

代／女性・ご本人

介護保険を利用できない

母親の部屋の掃除や、高所の荷降ろし、電球

の交換など困ったことを何でも対応して頂

けるのでとても助かって

代／女性・ご家族

ケアスタッフ（パート

時給/ 円～

資格/無資格でも OK

介護支援専門員
勤務地亀岡市 篠地域包括支援

時給/ 円～

資格/普通自動車運転免許

ケアスタッフ（パート

勤務地グループホーム

時給/ 円～（

勤務①8:30～17:15

資格/普通自動車運転免許

短時間アルバイト

※無料駐車場、各種保険完備

身の回りの世話をしたい

のですが、遠方で頻繁に行けず心配していま

。水漏れした時に、とても安くで直して

もらってから 今では何でも対応してくれる

『あゆみさん』に気軽に相談していると聞い

て安心しています。また、出張費や

見積代が掛からないのも魅力です！

代／女性・ご家族

ゴミだしをお願いしています。

急な坂があり毎回大変でしたが、とても助か

っております。短時間やちょっとしたことを

頼めるところが無かったので、とても

ご本人） 

介護保険を利用できないひとり

の掃除や、高所の荷降ろし、電球

の交換など困ったことを何でも対応して頂

けるのでとても助かってます！ 

代／女性・ご家族） 

パート）◎デイサービスご

～（無資格・未経験

OK、介護福祉士は

介護支援専門員(ケアマネジャー

篠地域包括支援センター

～ 円（未経験

普通自動車運転免許、ケアマネジャー

パート）小規模多機能型居宅介護及

グループホーム＋小規模多機能型居宅介護

～（無資格・未経験

17:15 ②10:45～19:30

普通自動車運転免許、各種資格手当

アルバイトも相談可能（高校生

各種保険完備。         

身の回りの世話をしたいと思ってはいる

頻繁に行けず心配していま

。水漏れした時に、とても安くで直して

今では何でも対応してくれる

『あゆみさん』に気軽に相談していると聞い

て安心しています。また、出張費や

見積代が掛からないのも魅力です！

性・ご家族） 

ゴミだしをお願いしています。 

急な坂があり毎回大変でしたが、とても助か

っております。短時間やちょっとしたことを

頼めるところが無かったので、とても 

ひとり暮らしの

の掃除や、高所の荷降ろし、電球

の交換など困ったことを何でも対応して頂

☆スタッフ募集☆

イサービスご利用者の介護業務

未経験。経験年数加算有

資格手当 4,000

ケアマネジャー)（パート）◎要支援者

センター（担当地域：篠町

未経験～経験年数加算有

ケアマネジャー資格手当有

小規模多機能型居宅介護及

小規模多機能型居宅介護 あゆみの

未経験。経験年数加算有

19:30 ③16:30～

資格手当 4,000 円

高校生、大学生

         お問合

と思ってはいる

頻繁に行けず心配していま

。水漏れした時に、とても安くで直して

今では何でも対応してくれる

『あゆみさん』に気軽に相談していると聞い

て安心しています。また、出張費や 

見積代が掛からないのも魅力です！ 

親の動きを感知してくれる「人感センサ

ー」の情報を、

私の都合の良い時に

のが便利で安心です！

（50 代／男

寒い時期など

て心配していましたが、

と入った後に

で、私に

います！

☆スタッフ募集☆

介護業務。勤務地

経験年数加算有。）  ★週 3

4,000 円(月)  ★勤務

要支援者への相談・ケアプランの

篠町） 

経験年数加算有。）  ★

資格手当有  

小規模多機能型居宅介護及びグループホームご

あゆみの家 

経験年数加算有。）  

～翌 9:00 ◆夜勤専従職員

円～15,000 円、夜勤手当

大学生、掃除のみ、入浴

問合せ：0771-25

毎日きちんと食事できているのか心配で、

たまに冷蔵庫を見ると同じ食材や期限切れの

食材がたくさん…！

『見守り弁当』をお願いするようになって

から見守りや健康状態も含めて安心して

ます！(１食￥

（60 代／男性・

親の動きを感知してくれる「人感センサ

ー」の情報を、出先や職場

都合の良い時に携帯電話で

のが便利で安心です！

代／男性・ご家族）

寒い時期など風呂場での事故が多いと聞い

て心配していましたが、

と入った後に「あいさつ

私にメールが届くので

います！（60 代／女

☆スタッフ募集☆ 

勤務地亀岡あゆみデイサービスセンター

3 日勤務 OK、平日

勤務 8:45～13:30 の

相談・ケアプランの作成業務

★勤務日数・時間等相談可能

びグループホームご利用者の介護業務

夜勤専従職員も可能

夜勤手当 8,000 円

入浴のみ、土日祝

-25-5840 お気軽

毎日きちんと食事できているのか心配で、

たまに冷蔵庫を見ると同じ食材や期限切れの

食材がたくさん…！ 

『見守り弁当』をお願いするようになって

から見守りや健康状態も含めて安心して

１食￥550) 

代／男性・ご家族

親の動きを感知してくれる「人感センサ

出先や職場の休憩時間など、

携帯電話で確認できる

のが便利で安心です！ 

ご家族） 

風呂場での事故が多いと聞い

て心配していましたが、親がお風呂に入る前

あいさつボタン」を押すだけ

メールが届くのでいつも安心して

代／女性・ご家族）

あゆみデイサービスセンター 

平日のみでも OK 

の間で相談可能。 

作成業務。 

時間等相談可能。 

介護業務。

可能◆  

円（1 回） 

土日祝のみ、夕方のみなど

気軽にお問合せください

毎日きちんと食事できているのか心配で、

たまに冷蔵庫を見ると同じ食材や期限切れの

 

『見守り弁当』をお願いするようになって

から見守りや健康状態も含めて安心して

 

ご家族） 

親の動きを感知してくれる「人感センサ

の休憩時間など、

確認できる

風呂場での事故が多いと聞い

親がお風呂に入る前

を押すだけ

安心して 

） 

 

 

のみなど） 

せください! 

毎日きちんと食事できているのか心配で、

たまに冷蔵庫を見ると同じ食材や期限切れの

『見守り弁当』をお願いするようになって

から見守りや健康状態も含めて安心して い

社会福祉法人

『福祉活動を通して地域社会に貢献しよう

（保育部門）

（高齢部門）

（公益事業）

あゆみ安心サポート直通ダイヤル

 

社会福祉法人 倣襄会

福祉活動を通して地域社会に貢献しよう

（保育部門） 亀岡あゆみ保育園・馬堀駅前分園・上西山あゆみ保育園

（高齢部門） 亀岡あゆみデイサービスセンター・ほっとルームあゆみ

  あゆみの家（小規模多機能型居宅介護・グループホーム）

（公益事業） 亀岡あゆみ居宅介護支援事業所

あゆみ安心サポート直通ダイヤル

 

・日常生活のサポート（ごようきき）

・買物代行サービス

・配食サービス

・提携業者への取り次ぎ

生 

活 

支 

援 

倣襄会 の基本理念

福祉活動を通して地域社会に貢献しよう

亀岡あゆみ保育園・馬堀駅前分園・上西山あゆみ保育園

亀岡あゆみデイサービスセンター・ほっとルームあゆみ

あゆみの家（小規模多機能型居宅介護・グループホーム）

亀岡あゆみ居宅介護支援事業所

あゆみ安心サポート直通ダイヤル

 

・日常生活のサポート（ごようきき）

・買物代行サービス

・配食サービス             

・提携業者への取り次ぎ

基本理念は 

福祉活動を通して地域社会に貢献しよう

亀岡あゆみ保育園・馬堀駅前分園・上西山あゆみ保育園

亀岡あゆみデイサービスセンター・ほっとルームあゆみ

あゆみの家（小規模多機能型居宅介護・グループホーム）

亀岡あゆみ居宅介護支援事業所

あゆみ安心サポート直通ダイヤル

・日常生活のサポート（ごようきき）

・買物代行サービス           

             

・提携業者への取り次ぎ         

福祉活動を通して地域社会に貢献しよう』です。

亀岡あゆみ保育園・馬堀駅前分園・上西山あゆみ保育園

亀岡あゆみデイサービスセンター・ほっとルームあゆみ

あゆみの家（小規模多機能型居宅介護・グループホーム）

亀岡あゆみ居宅介護支援事業所・亀岡市 篠地域包括支援センター

あゆみ安心サポート直通ダイヤル  平日（月～金）

・日常生活のサポート（ごようきき）  

           

             

         

』です。 

亀岡あゆみ保育園・馬堀駅前分園・上西山あゆみ保育園 

亀岡あゆみデイサービスセンター・ほっとルームあゆみ 

あゆみの家（小規模多機能型居宅介護・グループホーム） 

地域包括支援センター

平日（月～金）

   ・人感センサーによる見守り

           ・緊急通報サービス

             ・多目的通知サービス

         ・専任相談員による定期

見 

守 

り 

 

地域包括支援センター 

平日（月～金）9：00～17

・人感センサーによる見守り

・緊急通報サービス

・多目的通知サービス

・専任相談員による定期

17：00 

・人感センサーによる見守り 

・緊急通報サービス 

・多目的通知サービス 

・専任相談員による定期訪問 

詳しいサービス

内容は裏面を

ご覧ください！

 

 

詳しいサービス 

内容は裏面を 

ご覧ください！ 


