求人パンフレット

大切な人生の１ページに
関わってみませんか？

詳細図

連絡先
〒719-1171

岡山県総社市清音三因1074-1
TEL：(0866)92-4165 FAX：(0866)93-4166
E-mail：skymfukushi＠mx9.tiki.ne.jp

スキーム福祉の会
グリーンアンドリバーホーム

社会福祉法人

私たちは、共に笑い、共に語り、共に過ごす介護を目指しています
よりよい介護をするために
新入職員研修

職員研修

OJT

職員行事

年間予定（例）

OFF-JT（事前研修5日程度）
基礎的知識と
働く意識・心構え

うちら陽気なグリリバ仲間

入社式

業務に沿った実地研修
エルダー制度導入

４月
５月
６月
７月

基本研修
医療・感染症研修①
じょく瘡予防研修
緊急時対応研修

スポーツ大会
からの～
職場体験ツアー

８月
９月
１０月
１１月

事故防止、災害対策研修
施設内研究発表会
医療・感染症研修②
口腔ケア研修

グリリバの
平和を
守るため
グリリバレンジャー参上!!

吉備路マラソン参加

みんな来てくださ～い

楽しい～打ち上げ

OJT実技研修
１２月
１月
２月
３月

看取り研修
認知症研修
リハビリ研修
メンタルヘルス・
身体拘束廃止研修

僕たちも待ってます
忘年会

その他、随時研修、
資格取得研修、外部研修を
実施しています

生活風景
会議・ミーティング
主任・リーダー会議
各ユニットで抱える
問題点について
話し合います

勤務形態
日勤帯
7:00 ～ 16:00
8:00 ～ 17:00
8:30 ～ 17:30
9:30 ～ 18:30
10:00 ～ 19:00
11:00 ～ 20:00
12:00 ～ 21:00
※日勤帯は細かい勤務形態に分かれて
柔軟に対応しています

ケアカンファレンス
ユニット会議
ケアを統一するための
話し合いや勉強会を
します

ケアプラン担当者会議や、
個別機能訓練担当者会議です
介護士、看護師、管理栄養士、
機能訓練指導員、生活相談員、
介護支援専門員が集まります

夜勤帯
21:00 ～ 7:00
（休憩２時間、
月に４回程度）
※夜勤手当
7,500円/1回

春に向けてチューリップの
球根植え
きれいに咲くじゃろうか

人生初の
カップラーメンの感想は
…うどんの方がおいしいわぁ

いちご狩りに来ました～
いちご全部食べつくすくらいの
食べっぷり、お腹は大丈夫？

念願のお風呂屋さんの
のれんをくぐって
はぁ～ いい湯だね♪

昔を思い出して
ダンスダンス♪
ほんとはもっとイケメンが
いいわｗｗ

クリスマスは
やっぱりケーキでしょ
手作りしながら味見もね

グリリバの頼れる先輩たち
グリリバに就職しようと思ったきっかけは？

ビュー
タ
ン
イ
先輩への
学生時代に持っていた「介護施設」のイメージは？
実習に行くまでは「大変」
「きつい」とのイメージが強
かったですね。

一番気になったのは、人間
関係っていいのかな、ってこ
とです。実習と就職でも違う
だろうし…

お年寄りが大勢おられ、支
えられながら生活されている
と思いました。
とにかく重労働の一言。
高齢者は1日テレビを観たり、
ホールで寝ているイメージでし
た。

この仕事をしていてやりがいを感じたことは？あればどんな時？

作業している時にご入居者や
他の職員から「ありがとう」と
言われた時にやりがいを感じま
した。

就職フェアに参加した時に担
当の方の話を聞いて、私はおじ
いちゃん、おばあちゃんの笑顔
が好きだと思ったからです。

このパンフに友人が載っていて、
話を聞くとすごい良くて働きやすい
所と言われ、友人もいて安心、心強
いと思って決めました。

施設の内装、雰囲気が良
く、利用者家族からの評判が
良かったからです。

同期の友人が誘ってくれた

大変そう・・・
の一言でした。

ご入居者が名前を憶えてくだ
さり、名前を呼びながら「あり
がとう」と言われると、頑張ろ
うと感じられます。

実習に来て、職員さんがやさ
しく丁寧に教えてくださり、や
りがいを感じたからです。

ご利用者に名前を憶えても
らったり、話しかけてもらえ
たりした時です。

ご入居者と関わる中で、「あ
りがとう」等の言葉を言われた
時が、この仕事をしていて一番
良かったと思います。
入居者の方々と話をしていて
笑い合ったり、ご入居者から前
より介助が上手になったと褒め
られた時です。

からです。

就職してから不安だったり、失敗して落ち込んだことは？
あれば、それをどんな風に乗り越えた？
利用者さんがたくさんおられて、
皆さんと仲良くなれるかが不安でし
た。最初はお一人おひとりと話をす
る時間を長くして仲良くなれるよう
に頑張りました。

入社当初は人間関係や仕事内容に
ついて色々と不安がありました。で
も、先輩方が丁寧に分かりやすく教
えてくださったり、困った事はない
か気にかけてくださったので今は安
心して働くことができています。

人見知りがあり、職場に打ち解
けられるか、本当に不安でした。
でも、先輩方がやさしく話しかけ
てくださって話しやすく、居心地
の良い職場でした。また、失敗し
た時は次はどうすればいいか等、
一緒に真剣に考えてくださり、と
ても心強く思っています。

僕は覚えることが苦手で、覚
えるのに時間がかかってしま
い、落ち込む時期がありまし
た。その時は先輩のアドバイス
や同期の友人の応援でがんばる
ことができました。

先輩から就活生への
メッセージ
入社して５年目になりました。入社当初は不
安と緊張で一杯でした。職場に馴染めるだろう
か、きちんと仕事がこなせるだろうかと考えるば
かりでした。ですが、入社後新入社員の私を気
にかけてくれる先輩ばかりで、わからないことや
質問には私が理解できるまで教え、手本をしっ
かりと見せてくれました。
そうしているうちに自分でできることが増え、
仕事を任されることも多くなり、自分の成長を
感じました。人と関わる仕事なので、どうしたら
ご入居者のためになるのか、悩むことも多くあり
ますが、自分の提案や思いに耳を傾けてくれる
上司、先輩ばかりで、充実した日々を過ごして
います。
ご入居者の笑顔を見ることで、介護という仕
事を選んだことを良かったなと思い、当施設に
入社して、自分が大きく成長できたことがうれ
しく感じます。
これから介護職を目指す皆さん、ぜひ当施設
で一緒に働き、一緒に成長していきましょう。

グリリバとは こんな所です
ごあいさつ

施設概要
◆法 人 名 社会福祉法人 スキーム福祉の会
グリーンアンドリバーホーム
◆代 表 者 理事長 岡部 貞美
◆設
立 平成９年４月１日
◆従業員数 ８７名（令和２年７月１日現在）
◆事業内容 特別養護老人ホーム
従 来 型（50床）
ユニット型（30床）
ショートステイ（20床）
デイサービスセンター
ケアハウス
居宅介護支援事業所
中央部南地域包括支援センター
◆所 在 地 〒719-1171
岡山県総社市清音三因1074-1
TEL：(0866)92-4165 FAX：(0866)93-4166
E-mail：skymfukushi＠mx9.tiki.ne.jp
◆ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL：http://www.green-river.or.jp
◆ブ ロ グ 太郎のつぶやき
URL：http://blog.canpan.info/greenandriver

社会福祉法人スキーム福祉の会は、平成9年４月に
特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハ
ウス、在宅介護支援センターの４事業所を開設致しま
した。その後法改正、制度改正により居宅介護支援事
業所、地域包括支援センターの事業を加えましたが、
理事長 岡部 貞美
創設以来一貫して「高齢者が安心して暮らせる地域社
会の創造」を理念に掲げ、頑張っております。
前理事長同様に、施設経営の原則は、利
用してくださる皆様に満足していただくこ
と、職員が元気でやりがいを持てるように
すること、施設が健全に経営できているこ
とだと思っています。その3つの輪を崩さ
ず、ご利用者やご家族、地域の皆様、関係
機関そして職員同士が連携して高齢者の安
心生活を支えていきたいと思います。
今後とも皆様のご理解とご支援を賜りま
すようよろしくお願い致します。

経 営 理 念
私たちは、高齢者が安心して暮せる社会を創造し、地域から
愛される存在となるよう地域福祉の発展に寄与します。

経 営 方 針
一、利用者が安心して暮せる施設を目指します。
一、職員が安心して働ける職場造りに努めます。
一、経営の健全性と、事業の永続性を確保します。

サ ー ビ ス 基 本 方 針
１、私たちは、利用者の立場に立ってサービスを提供します。
２、私たちは、家族の安心と信頼を得られるよう努めます。
３、私たちは、地域と交流を持ち、福祉の拠点となる施設を
目指します。
４、私たちは、責任感と向上心をもって働きます。

