
　　　平成30年度　　　 （短大卒）

　名　称
　　及び 園　長　名 井内　　邦典

求 　法人名 亀　 岡　 あ 　ゆ 　み 　保 　育 　園　　　 採用担当者 副園長 奥崎　　裕子

亀岡市篠町篠下中筋45番地の1 ＦＡＸ　0７７１-25-0915

人 　連絡先
　（書類提出先） 亀岡市篠町篠下中筋45番地の1 ＦＡＸ　0７７１-25-0915

先 老人福祉施設：亀岡あゆみデイサービスセンター、亀岡市包括支援センターあゆみ

　　　亀岡あゆみ居宅介護支援事業所、あゆみの家（デイ）・グループホーム

設立

全従業員数 １52名

賞与該当 募集職種 ・教諭 ・保育士 ・栄養士 ・その他 （　　　　）
項目に○ 名 5名 名 名 名

採 基本給 190,300 ○ 通勤条件 下宿通勤可
職務手当 11,328 寮　無

通勤時間　
用 手当 採用予定数 5 名 推薦人員 名

初任給与 201,700 平日　　８：２０分～１７：０５分
通勤手当 定額 土曜日　　８：２０分～１７：０５分

条 住宅手当 23,000円迄 早出　　７：３０分～１６：１５分　　２週に一回
昇　給 年　　１回 遅出　　９：３０分～１８：１５分　　２週に一回
賞　与 3ヶ月 （初年度） 残　業 　　　　週　　5　時間位

5ヶ月 （次年度） 有給休暇 初年度10日間（見習い期間6ヶ月を経過した後）
件 加入保険 休日

退職金 有り 所在地最寄り駅 最寄駅からの略図
雇用形態 正職員

見学 　　可 不可
訪問 （事前連絡） 要 不要 徒歩 １５分
留意 明朗快活、仕事に目標を持ち、何事にも意欲を持って
事項 取り組む人（下宿も可）

提 履歴自己紹介書（写真貼付付き）、成績証明書
出
書 卒業見込証明書、健康診断証明書

類 栄養士取得見込証明書、推薦書、その他（　　　　　　）

　　　 　月　　　日 学内締切日 　月　　日

採

試験会場 亀岡あゆみ保育園本園

用 結果発表 　最終試験日から　7　　　日以内 　　学校宛　　　・本人宛（両方に郵送）

試

試験方法 作文 面接（個人） 実習（1日）
験 ピアノ実技（初見・課題曲・弾き歌い）

ＴＥＬ　0771-24-6770

〒621-0826 ＴＥＬ　0771-24-6770

〒621-0826

対象年齢

相談に応じます。園にご連絡ください。

　　　　馬堀駅下車

18クラス

内：男子　20　名　　女子　134名

どちらか

　園児数 323名（Ｈ28年度6月現在） 0歳～5歳児クラス数

事業内容

亀岡あゆみ保育園　馬堀駅前分園　・上西山分園

保育士 　55名

試験日時

健康・年金・労災・雇用

幼稚園教免取得見込証明書、保育士証取得見込み証明書

勤務時間

1983年3月15日

日・祝祭日・土曜日3日/月　　（年間休日１１３日）　

　求　　　人　　　票
　いのうち　くにのりしゃかいふくしほうじんほうじょうかいかめおかあゆみほいくえん

社 会 福 祉 法 人　　  　倣　襄　会

　所在地

携行品 １．筆記用具　２．体操服　３．上靴　４．名札　５．その他

提出書類締切日

2018/4/1（見込み額）

ＪＲ嵯峨野線



　　　平成30年度　　　 （大卒）

　名　称
　　及び 園　長　名 井内　　邦典

求 　法人名 亀　 岡　 あ 　ゆ 　み 　保 　育 　園　　　 採用担当者 副園長 奥崎　　裕子

亀岡市篠町篠下中筋45番地の1 ＦＡＸ　0７７１-25-0915

人 　連絡先
　（書類提出先） 亀岡市篠町篠下中筋45番地の1 ＦＡＸ　0７７１-25-0915

先 老人福祉施設：亀岡あゆみデイサービスセンター、亀岡市包括支援センターあゆみ

　　　亀岡あゆみ居宅介護支援事業所、あゆみの家（デイ）・グループホーム

設立

全従業員数 １54名

賞与該当 募集職種 ・教諭 ・保育士 ・栄養士 ・その他 （　　　　）
項目に○ 名 5名 1名 名 名

採 基本給 196,000 ○ 通勤条件 下宿通勤可
職務手当 11,667 寮　無

通勤時間　
用 手当 採用予定数 6 名 推薦人員 名

初任給与 208,000 平日　　８：２０分～１７：０５分
通勤手当 定額 土曜日　　８：２０分～１７：０５分

条 住宅手当 23,000円迄 早出　　７：３０分～１６：１５分　　２週に一回
昇　給 年　　１回 遅出　　９：３０分～１８：１５分　　２週に一回
賞　与 3ヶ月 （初年度） 残　業 　　　　週　　5　時間位

5ヶ月 （次年度） 有給休暇 初年度10日間（見習い期間6ヶ月を経過した後）
件 加入保険 休日

退職金 有り 所在地最寄り駅 最寄駅からの略図
雇用形態 正職員

見学 　　可 不可
訪問 （事前連絡） 要 不要 徒歩 １５分
留意 明朗快活、仕事に目標を持ち、何事にも意欲を持って
事項 取り組む人（下宿も可）

提 履歴自己紹介書（写真貼付付き）、成績証明書
出
書 卒業見込証明書、健康診断証明書

類 栄養士取得見込証明書、推薦書、その他（　　　　　　）

　　　　　月　　　日 学内締切日 　月　　日

採

試験会場 亀岡あゆみ保育園本園

用 結果発表 　最終試験日から　7　　　日以内 　　学校宛　　　・本人宛（両方に郵送）

試

試験方法 作文 面接（個人） 実習（1日）
験 ピアノ実技（初見・課題曲・弾き歌い）

ＴＥＬ　0771-24-6770

〒621-0826 ＴＥＬ　0771-24-6770

〒621-0826

対象年齢

相談に応じます。園へお電話ください

　　　　馬堀駅下車

18クラス

内：男子　20　名　　女子　134名

どちらか

　園児数 323名（Ｈ28年度6月現在） 0歳～5歳児クラス数

事業内容

亀岡あゆみ保育園　馬堀駅前分園・　上西山分園

保育士 　55名

試験日時

健康・年金・労災・雇用

幼稚園教免取得見込証明書、保育士証取得見込み証明書

勤務時間

1983年3月15日

日・祝祭日・土曜日３日/月　（年間休日１１３日）

　求　　　人　　　票
　いのうち　くにのりしゃかいふくしほうじんほうじょうかいかめおかあゆみほいくえん

社 会 福 祉 法 人　　  　倣　襄　会

　所在地

携行品 １．筆記用具　２．体操服　３．上靴　４．名札　５．その他

提出書類締切日

2017/4/1(見込み額）

ＪＲ嵯峨野線
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