


★勤務時間は、実働 8時間。 

シフト制で、開所時間内でローテーション勤務をしています。 

土曜に出勤したら、振替休日もあります。 

有給休暇は希望した日に取りやすく、プライベートも充実させることが

できリフレッシュできることで働くことへの意欲に繋がっています。 

急なお休みにも対応してくれるので、いざという時に安心です！ 

 

職員の有給休暇取得数を管理簿により把握し、 

有給休暇取得を推進しています。 

また、関連書類の統一・削減などによる 

書類の見直し、ＩＣＴ活用による作業の 

効率化、行事内容の見直し、会議の 

昼実施や会議時間の短縮などに 

取り組んでいます。 
 

休憩室あり➡ 

交代で休憩をとっています。和気あいあいとした楽しい職場です◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

社会福祉法人 虹の会 上の原保育園のご案内 
 

ポニーを飼っています 

【保育方針】子どもの最善の幸福を目指します。 

保護者や地域社会と力を合わせ、子どもの福祉を 

積極的に増進し、地域社会の家庭援助を行います。 

【保育計画】 保育所保育指針に基づき、 

園独自のものを作成し、保育を実践しています。 

【保育目標】 

●元気な子ども  ●仲の良い子ども 

●考える子ども  ●自分のことが自分で出来る子ども 

 

 

【受入年齢】産休明けの生後 57 日目から就学前まで 

【クラス編成】 

保育年齢 クラス名 在籍数 

産休明け～ つぼみ 8 人 

1 歳児 ふたば 10 人 

２歳児 すずらん 13 人 

３歳児 なでしこ 13 人 

４歳児 こすもす 13 人 

５歳児 ひまわり 13 人 

 

【職員数】 

園 長 1 人 事務員 1 人 

主 任 1 人 栄養士 1 人 

常勤保育士 15 人 調理師 5 人 

非常勤保育士 10 人 畑・飼育管理 3 人 

保育補助 3 人 合 計 40 人 

※上記以外に子育て経験者パート等が 

お手伝いに入ります。 

【開所時間】平日：7：00～20：00 土曜日：7：30～18：30 

 

【主な年間行事】(感染症蔓延の状況により変更あり) 

春：入園・進級式、懇談会 育児講座 内科健診 歯科健診  

春 尿検査（幼児） 遠足 

夏：個人面談・参観 プール 育児講座 うえのはらまつり 

秋：おじいちゃんおばあちゃんと遊ぶ会 運動会 収穫祭 

春 遠足 参観 内科健診 歯科健診 

冬：おもちつき クリスマス会 生活発表会 豆まき  

春 個人面談 育児講座 クラス懇談会 入園説明会 

春 お別れ卒園遠足 お別れ会 卒園を祝う会 

 

毎 月：誕生会・誕生会参観 避難訓練 園外保育 

休園日：日曜・祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 

畑での食育活動も充実！ 

ホームページ 

更新中！ 

QR コードから 

ぜひご覧ください。 

広い園庭で、のびのびと遊べます 

2022年度版 

園見学・インターンシップ・ボランティア・1DAY仕事体験・オンライン就職説明会、 

随時受付中！！どんな保育園か見てみるだけ…でも大歓迎です。お気軽にご連絡ください！ 

みんな仲良し◎ 

無料駐車場あり 

 

厨房で作った美味しい給食や 

おやつを、子どもたちと一緒に 

いただきます♡ 

相鉄線「鶴ヶ峰」駅下車、徒歩約 1３分 

 社会福祉法人 虹の会 上の原保育園  

〒241-0015 

神奈川県横浜市旭区小高町 104-5 

園長： 金子 淑子 

TEL： 045-370-1152 

FAX： 045-370-1153 

E-Mail : uenohara1045@ybb.ne.jp 

【保育理念】子どもの人権・主体性を尊重します。 

園長先生 

mailto:uenohara1045@ybb.ne.jp




 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LINE 公式アカウントはこちら！ 

 

@hha8035b 

園の動画やブログなど 

ご覧いただけます♪ 

モンテッソーリ教育 

自由保育 

共育 

 

子どもの「自己教育力」を引き出す、成長にあった環境を創っています。 

子どもの自主性と自由を尊重し、大人は見守り、サポートをしています。 

子どもたちだけでなく、職員の「成長する力」も大切にしています。 

当社の絵本や、オリジナルのモンテッソーリ教具を取り入

れた保育をしています。気軽に園に遊びに来てください！ 

 

 

 

 



2022年度4月現在

9 名5 歳児3 歳児 9 名 4

名

開 園 時 間 月～金 午前7時00分～午後8時00分

歳児 9 名

0 歳児 6 名 1 9

50 名

2 名

歳児 8 名 2 歳児

定 員

事務員 給食職員 名合計 16

土 午前7時00分～午後6時00分

職 員 体 制 施設長 1 名

園概要

保育士 14 名

開 設 年 月 平成16年10月

1 名

園 児 数

【住所】 神奈川県横浜市金沢区大川7-7

レイディアントシティ横濱 シーサイドアネックス4階

【募集職種】 正社員・保育士

【給与】 227,000円～296,000円 ※経験加算・資格手当・処遇改善加算手当含む

【賞与】 年2回

【勤務時間】 6:45〜20:15 の間で実働8時間のシフト制、週5日

【休日】 完全週休2日制（日・他1日）、祝祭日、年末年始 ※年間休日：120日

【通勤費】 全額支給(弊社規定あり)

【家賃補助】 ・単身独身者に家賃補助金（月額20,000円）

・行政の借上社宅制度あり（補助額上限82,000円）

～保育の取り組みについて～

定員50名という特性を生かし、子どもたちと関わる職員

全員が子どもたちを知り、信頼関係を築き、保護者と一

緒に子どもの成長を温かく支えていく家庭的な保育を目

指しています。

コンビプラザ

ホームページ

（採用ページ）

応募先：コンビウィズ（株） 採用担当

〒111-0041東京都台東区元浅草2-6-7

TEL：０３－５８０６－１７０９ ✉：withsaiyo@combi.co.jp
Instagram

保育目標 ～今、この時を大切にし、未来を生きる力

をつくる～

・自らすすんで遊べる子

・自ら選んで表現する子

・自分を好きになれる子

・誰かと一緒を楽しめる子

コンビウィズ株式会社

コンビプラザ保育園



2023年3月卒も受付中

保育士募集

資格

勤務時間

休日

待遇

保育士資格
（正社員､パート保育士共）

平日7：00-19:30(実働8時間)

土曜 7：00-18：00
（早出、遅出ありの交代勤務制）

パート保育士:実働1日3時間～ 週2-5日の勤務が可能

日曜・祝日
（他交替休）

夏季・年末年始休暇

賞与年2回(計2ヶ月)､昇給年1回
自転車通勤可（車・バイク通勤要相談）

各種社会保険完備
交通費社内規定内で支給

現地見学及び面接などのご予約、お問合せは
こちらの電話番号へお気軽にお願いいたします

℡ 03-3526-2911 採用担当：浅野美香

小規模認可保育園 株式会社サンフラワー

(本社)東京都中央区日本橋小伝馬町4-1井門小伝馬町ビル8階

代表取締役
濵田 朋彦

園児定員12名の小規模運営

株式会社サンフラワー
横浜市２園は令和３年４月に開園しました

新しく明るい保育環境で
皆さまと保育園の運営を通じ

地域社会へ貢献したいと思っています

ご連絡は
こちらまで

給与

鶴見サンフラワー保育園
横浜市鶴見区鶴見中央4-8-8

JR鶴見駅徒歩6分､京急鶴見駅徒歩5分

【正社員】月給200,000円～
【パート】時給1,150-1,250円（処遇改善は別途支給）

給与,時給は経験等を考慮します

根岸サンフラワー保育園
横浜市磯子区原町9-7 安室ビル１階

JR根岸駅徒歩7分





神奈川県横浜市・川崎市                            ２０２３年卒求人票 
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毎月オンライン説明会を開催！ 

地方出身の職員もたくさん活躍しています。 

  

  

こどもたちに充実した保育・教育を提供するためには、職員がイキイキと働ける環境が必要不可欠

だと考えています。そのため、当法人では待遇面がもちろんですが、グループ全体で研修会や人材

交流を実施して、人材教育に力をいれています。全国で働く 800 名以上のグループ職員と力を合

わせ、よりよい教育・保育の実現を職員みんなで目指しています。 

給与    月給 216,300円（4大卒） 

月給 198,900円（短大卒・専門卒） 

※試用期間 6 か月、試用期間中の諸条

件は、本採用と変更なし 

勤務時間 7：00～20：00（実働 8時間シフト制） 

       ※イベント時は別途 

応募資格 2022年 3月卒業見込み新卒者 

保育士資格又は看護師資格を 2022年 3月末まで

に取得見込みの方 

勤務地  《川崎市宮前区》 

◆野川南台保育園  定員 70名 

◆ティンクル上野川保育園  定員 50名 

◆ティンクルくぬぎ坂保育園  定員 60名 

《横浜市瀬谷区》 

◆ティンクル瀬谷保育園  定員 120名 

仕事内容 0歳児～就学前までの保育業務全般 

新任者研修として採用年度に 3 回、星槎グループ内

の幼稚園から高校までの新任職員との合同研修があ

り、新卒の方や未経験者も基本からしっかり学びます。

就職後も星槎グループ内の大学、大学院等で学びを

深めていくことができます。 

法人内研修はもちろん、演劇鑑賞や園外の研修にも

参加し、保育士としての知識や能力を高めることができ

ます。 

職場環境 保育園などの保育施設、幼稚園から大学まで

の教育施設や、研究２・相談機関などを運営

する星槎グループの保育園です。20 代～80

代までの職員が元気に日々保育に励んでおり

ます。私たちが大切にしてるのは、仕事を通じて

「笑顔」を生み出そうという考え方…例えば「ピ

アノが弾けない」「制作が苦手」でも大丈夫で

す。それよりも、自慢の笑顔でこどもたちと接して

くれる方を、お待ちしております。 

交通費   支給（上限 2万円まで） 

募集人数  5～10名程度 

手当    社保完備／退職金共済加入／家賃補助

（宿舎借り上げ支援制度利用有）／昇給年

1回（4月）／賞与初年度 3か月（昨年度

実績）／有給休暇初年度 10 日／地域手

当／扶養手当／処遇改善手当 

説明会・園見学および応募 

応募先  社会福祉法人星槎 

神奈川県川崎市宮前区南野川３－７－１ 

担当：長田（おさだ） 

０44-740-1833 

説明会・園見学・応募はこちら 
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