子ども達の成長と共に
あなたも一緒に成長しませんか

Ohana（オハナ）はハワイ語で家族の意味です。

エルシーワークス株式会社

自分の経験を活かして

一人ひとりが 輝ける 職場

安心・安全な保育に全力投球できるよう、
働きやすい環境へ会社はバックアップします

福利厚生が
充実で安心！

外部研修による
スキルアップ！

新卒３年間
離職ゼロ！

新卒やブランクが
あっても安心

有給取得率
８０％

Ohana（オハナ）はハワイ語で家族の意味です。

Ohana［オハナ］では、お預かりするお子様だけでなくお預けいただく保護者の皆様、
働く保育士も含め皆様が幸せで楽しく貴重な時を過ごし、関わる人皆が幸せになる
環境づくりを目指します。
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せんせー
はやくお散歩に
行こうよー！

先輩先生たちの笑顔があふれています！
実際に園へ行って見て、子どもも保

大好きな Hawaii の言葉を使った園

育士も楽しそうに過ごしていた姿や

名に惹かれたことと、乳児をじっくり

小規模園で子どもたちと密に関わり

と少人 数 で 関 わ れる環 境 だ なと思

な が ら 保 育 をして い た 姿 を 見 て、

い、Ohana を選びました。

Ohana を選びました。

「かおり先生！」と名前を読んでぎゅっ

したい事と自分のスキルが見合わず、

としてくれる時やできなかったことが

上手く保育ができずもどかしい時や

できるようになる瞬間を見れること、

保護者対応などで伝えたいことを上手く言葉にできない時な

子どもたちの笑顔がやる気の源です。

ど大変なことも多いですが、子どもが好きな気持ち、一緒に

子どもたちや保護者に思いが伝わっていないのかなと感じる時

遊べることが何より大切だと思います！

など楽しいことばかりではない仕事ですが、日々子どもたちと

学校で習うことや本で読んだことなど、必ず保育に活かせる

のふれあいの中で成長を近くで見守り、感動に出会え、一人

はずです。頑張ってください！

の人間として自分自信も成長できるやりがいのある仕事です！

1 年目

梅屋敷駅前園

２歳児担当

えりか 先生

1 年目

大森西園

1 歳児担当

かおり 先生

子どものケガや子ども同士のトラブ

子ども達から「せんせいだいすき !」

ルなど大変なことも多いですが、一

と言われた時や子どもの成長を見ら

人ひとりと向き合うことで 子どもた

れた時に保育士になってよかったと

ちの成 長 を実 感 で きたときや 信 頼

思います。

関係を感じられたとき、保護者の方

書類が溜まってしまったり、行事前

から 感 謝 さ れ た 時 の 嬉しさは、他

の準備など大変なことをやらなくて

の職業では味わえないと思います。

はいけないこともありますが、それ

すてきな保育士になってください。

でも頑張れるのは子供たちから笑顔を沢山もらえるからです！
ぜひ、この気持ちを味わってみてください！

2 年目

梅屋敷駅前園

２歳児担当

さちこ 先生

1 年目

浦和駅前園

1 歳児担当

みゆ 先生

園の理念

安心・安全 楽しい Ohana

のこだわり
保育ルーム Ohana［オハナ］は、未来を担う
お子様の「個性」を大切に保育を行います。

安 全 性

家族愛

高いコミュニケーション力

Ohana（オハナ）はハワイ語で家族の意味です。

保育方針
家族のように、人とのあたたかい触れ合いを積み重ね、愛されることを知り、人への思いやりを
持った子どもの育成を目指しております。
叱ることよりも、「なぜ？ 」を解決し、意欲や積極性を育み、徹底したポジティブな保育を行います。
そして、あいさつと感謝の気持ちを基本とし、積極的にコミュニケーションをとれる子どもへと教育をします。
のびのびとしたリゾートのような環境の中で、一人ひとりの才能と個性を伸ばし、人間性豊かで
創造性に富む人間を育成します。

園のいちにち
7:30
- 8:00

開園

9:00

オムツ交換・排泄・手洗い

9:30

おやつ

10:00

朝の会、排泄・手洗い
園外保育「大好きな公園へ Let s go!」

11:00

お給食、オムツ交換・排泄・手洗い

13:00

お昼寝
心と体をやすめましょうね…

15:00

オムツ交換・排泄・手洗い

15:30

おやつ

16:00

自由遊び

17:00
- 18:30

順次降園

順次登園
自由遊び

朝の視診・触診
ブロック、ままごとなど

お絵描き、折り紙など
ボクの大好きな
絵本を読んで
もらうのだ♪

保育ルーム Ohana［オハナ］のご紹介
既存園の見学も可能です。地域により園の特色は様々です。
保育士として働くご自身の姿をイメージするためにも、子どもたちの様子や
園の取り組み、共に働く仲間を是非ご覧になってください！
小規模認可保育所

小規模認可保育所

埼玉県さいたま市浦和区岸町 6-1-7-1F
TEL : 048-816-5483

東京都大田区大森西 3-29-1-1F
TEL : 03-6404-9355

保育ルーム Ohana

保育ルーム Ohana 大森西園

小規模認可保育所

小規模認可保育所

保育ルーム Ohana 武蔵浦和園

保育ルーム Ohana 梅屋敷駅前園

埼玉県さいたま市南区四谷 1-5-1 205
TEL : 048-799-3774

New! 企業主導型保育事業

保育ルーム La Ohana 浦和駅前園

東京都大田区大森西 6-15-10-1F
TEL : 03-6423-0667

New!

キッズルーム Ohana 平和島園
東京都大田区大森西 2-2-29-1F

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 3-3-1F
TEL : 048-749-1608

※2018 年 4 月オープン予定

New!
保育ルーム Ohana 開園
さいたま市ナーサリーとして認定される
小規模保育所として認定される
小規模保育所 保育ルーム Ohana 武蔵浦和園開園
小規模保育所 保育ルーム Ohana 大森西園開園
小規模保育所 保育ルーム Ohana 梅屋敷駅前園開園
企業主導型保育事業 保育ルーム La Ohana 開園
認可保育所 キッズルーム Ohana 平和島園開演
小規模保育所 保育ルーム Ohana 西新井園開園

認可保育所

小規模認可保育所

保育ルーム Ohana 西新井園
東京都足立区島根 4-6 番地内
※2018 年 4 月オープン予定

イニシア西新井 1 階

Ohana（オハナ）はハワイ語で家族の意味です。

応 募 資 格
・保育士資格または正看護師資格
・勤務時間 7:30 〜 19:30 の間でシフト制

※園により異なります。

・休日・休暇 日曜祝日、有給、年末年始、夏季休暇
・給与・賞与
□Ohana、武蔵浦和園、La Ohana 浦和駅前園
【保 育 士】
［正 社 員］ 月給 200,000 円〜
正社員は賞与年 2 回
市の補助による住宅手当上限 80,000 円迄（条件有）
※La Ohana 浦和駅前園は、企業主導型の為現在対象外となります。

週 40 時間の変形労働制を採用してますのでほとんど残業はありません。

□大森西園、梅屋敷駅前園、平和島園（2018 年 4 月オープン予定）、西新井園（2018 年 4 月オープン予定）
【保 育 士】
［正 社 員］ 月給 215,000 円〜

※地域手当含む

正社員は賞与年 2 回
区の補助による住宅手当上限 82,000 円迄（条件有）
週 40 時間の変形労働制を採用してますのでほとんど残業はありません。

福利厚生、昇給・役職手当あり、社会保険完備、産休・育休制度あり

代表者からのメッセージ
Ohana はハワイ語で家族の意味です。
当園は家族のように、人とのあたたかい触れ合いを積み重ね、愛されることを知り、
人への思いやりを持った子どもの育成を目指しております。
大規模の保育園では体験できない一人ひとりに向き合う保育を希望される
保育士さんに小規模保育園はぴったりです！
19 名の 0、1、2 歳と向き合いしっかり保育をしていただきます。
当園のスタッフとして、経験された保育観を共有し新しい保育園を
一緒に作りませんか？
Ohana で自分のやりがいを探してください！

Ohana（オハナ）はハワイ語で家族の意味です。

エルシーワークス株式会社
代表者：小野澤 智
本 社：〒336-0018 さいたま市南区南本町 1-2-6 三雄ビル 4F
TEL：048-700-3905 FAX：048-700-3903
アクセス：JR 京浜東北線 / 武蔵野線南浦和駅から徒歩 1 分

採用に関するお問い合わせ、ご連絡は

TEL：048-700-3905
エルシーワークス

採用担当

www.ohana-nursery.com/recruit/

