
認知症対応

フリー
ダイヤル 0120-300-230

エルダーホーム

ご相談ください。
様々な疑問に
お答えします。

●月額利用料には賃料・管理費・食費・サポート費(認知症対応型のみ)が含まれています。●サポート費は認知症の程度によって変更することがあります。
●別途、介護保険自己負担分がかかります。 ●介護保険の認定で自立又は要支援の方は、生活援助費として別途３万円かかります。

月額
利用料

入居
保証金 円 円（税込）~0 140,500

エルダーホーム上本郷 エルダーホーム松戸 エルダーホーム新松戸弐番館

只今、満床です。只今、満床です。

全室個室、介護用ベッド無償貸与 体験入居・ショートステイなど、短い期間でもご利用いただけます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

松戸市常盤平４-２０-１４
Tel.０４７-３９４-７５５５

松戸市上本郷２９３１－１
Tel.047-369-7900

リハビリデイサービス
やまと

松戸市新松戸3-114
Tel.047-309-2711

ショートステイセンター
エルケア

居宅介護支援事業所　
NPO法人 松戸エルダーボランティア協会 募集

tel.047-394-6300

ケアマネージャー
介護スタッフ（ヘルパー）

私
た
ち
と
一
緒
に

働
き
ま
せ
ん
か
？スタッフ全員が笑顔で働ける職場を目指しています！

お気軽に
お電話ください

６：００～ お声かけにより起床
７：３０～ ヘルパー訪問　トイレ誘導等
 食堂へ移動
８：００～ 朝食タイム　服薬・歯磨き等
９：００～ 散歩・・・廊下を往復
９：３０～ ゴロゴロしたり韓流ドラマを見たり
１０：００～ テレビを見ながらお茶とおやつタイム
１１：００～ お声掛けにより食堂へ移動
１１：３０～ 健康体操・・・エルダー体操・ラジオ体操等
１１：５０～ 嚥下体操・・・パタカラ体操等
１２：００～ 昼食タイム　服薬・歯磨き等
１３：００～ ヘルパー訪問　入浴準備　お風呂場へ移動
１４：００～ 入浴から戻りお昼寝

１５：００～ テレビを見ながらコーヒーとおやつタイム
　 趣味の編み物等
１６：３０～ 散歩…廊下を往復
１７：２０～ 食堂へ移動
１７：５０～ 夕食　服薬・歯磨き等
１９：００～ 着替え等就寝準備をしてテレビの時間
２０：００～ 就寝服薬
２１：００～ 消灯
００：００～ 巡視…起きてらっしゃればトイレのお声掛け
 ・誘導・見守り等
３：００～ 巡視…起きてらっしゃればトイレのお声掛け
 ・誘導・見守り等

松戸市常盤平3-21-11
Tel.047-383-5560

エル・デイサービス
リハビリセンターときわ平

1日の流れ K様（要介護２）

只今、満床です。

※イベントは
　感染症予防対策に
　細心の注意を払って
　行われました。

趣味を楽しんだり、つかれたら横になっ
たりと、今まで送られてきた暮らしと同様
に、ご自分のペースで生活できます。

１日分の主食・主菜・副菜を、トータル
バランスで考えた豊富なメニュー。時に
はお楽しみの行事食やバイキングも。

入浴･排泄･食事などの日常生活の援助
や健康管理の他、緊急時の対応も受け
られるので安心です。

緊急時コールを設置。いつで
も一人じゃない安心感を。

全室個室の、プライバシーの
守られた居住空間。

栄養バランスのとれた温かい
お食事で、健康的な食生活を。

敬老会敬老会 人生の先輩を敬愛し、長寿を祝う敬老の日。
エルダーホームでは,
日頃の感謝を込めて歌謡ショーを催しました。
懐かしい歌、お好きな歌はありましたか？
紅葉が舞う華やかな御膳と、すてきなグラスで長寿をお祝い。
楽しい1日となりました。

安心サポート体制

医療法人社団 松恵会
けやきトータルクリニック

エルダーホーム新松戸エルダーホーム馬橋

住宅型有料老人ホーム

空室2室です。 空室2室です。

ご 予 約 受 付 中

協力医療機関
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お気軽にお問い合わせ下さい
◎詳しくは、営業担当者まで info@msjp.co.jp

TEL:047-311-7100

松戸つうしん 33,000円33,000円

求人広告求人広告
税込

4週間掲載料

松戸で
仕事を
探すなら

●未経験でも大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。しっかりとした教育・研修体制があります。
入社後は、最低３か月、教室で研修し、１から丁寧に指導しま
す。教室長をお任せしたあとも、フォロー体制が整っています
ので安心してください。実際に今働いている教室長たちも、未
経験からはじめて活躍していますよ。
●やりがいはなんですか？
身近なところでは成績があがり、生徒の喜びの声を聞いた時で
すね。志望校合格の知らせのときは、涙が出るほど感動します。
これこそが教室長の仕事の醍醐味ですよね。
●どういう人が向いていますか？
教室長の業務は、授業はもちろん、運営業務も加わり多岐に
わたります。ですので、目標意識をもって、自ら考えて、行動に
移せる人が向いています。また、学歴・学力以上にコミュニ
ケーション力が重要です。生徒さん、保護者様、講師、と多くの
関わりがあります。逆に、「授業に専念したい。運営の仕事はし
たくない。」「指示待ちの仕事が向いている。」とお考えの方は、
この仕事は難しいかもしれません。
●横谷教室長より一言
当社の良いところは、「教室運営の裁量を与えられる」というとこ
ろです。「生徒を増やす」「売上アップ」などいくつかの指示をい
ただいたら、その手法は自分で考え、行
動することができます。ですから、「やり
がい」や「達成感」を感じることができま
す。「常に管理職の目を気にする」「言わ
れたことしかやらない、できない」そうい
う窮屈な環境になく、社員の意志や考
えを会社が尊重してくれます。よって、
私たち社員も、自然と前向きに仕事に向
き合えます。社員の在籍率も高く、私も新
卒入社で現在１３年目となりました。昨
年、マネージャー職も兼務することにな
り、「もっと頑張ろう」という気持ちです。
「こういう環境で本気で働いてみたい」
とお思いの方、ぜひご応募ください！ 

正社員（教室長・教室長候補）大募集
■仕事内容
小学生～高校生対象の学習塾「ITTO個
別指導学院」
教室の責任者として、教室運営を全般的
にお任せします。運営と教育、両方の面
白さを味わえる仕事です。
■勤務地
新松戸校・松戸二十世紀が丘校・鎌ヶ谷
中央校・東松戸駅前校　
◎マイカー通勤OK！
※各教室の場所は弊社ホームページに
てご確認ください。
■応募資格
大学卒業以上
塾の教室運営経験者
◎裁量を持って教室運営をしたい方歓迎！
■給　与
月給３０万以上+賞与年２回　
※経験・年齢を考慮の上、当社規定によ
り決定します。
※試用期間中（６か月）は月給２８万円～

になります。
※左記金額には４５時間分（８万円）
の固定残業代が含まれています。
超過分は別途支給いたします。

■勤務時間
14：00～23：00（実働８時間・休憩
１時間）
■休日休暇
年間休日105日以上
月６～８休み（日曜定休、他月４～６日）
GW・夏期休暇・年末年始休暇・有給
休暇

■待　遇
賞与年２回（昨年度支給実績２回）
時間外手当（超過分）
交通費全額支給
社会保険完備
車通勤可
◎年齢、入社年次に関係なく、担当教
室の売り上げや生徒数に応じて給与
や賞与の支給額を決定しています！

横谷教室長にインタビュー 

ご応募方法▼

で働きませんか?

横  谷　祥
2009年入社
我孫子天王台教室長と
マネージャーを兼任
他教室の管理・指導も行う 

❶エン転職サイト掲載中！  サイトからご応募可能。
❷履歴書・職務経歴書をご郵送ください。
　270-2265  松戸市常盤平陣屋前11-7
　株式会社エムティープランニング  採用担当宛
　お申し込み後、書類選考、面接を行います。
　 ※お送りいただいた履歴書・職務経歴書は返送いたしません。ご了承ください。 

株式会社エムティープランニング　270-2265 松戸市常盤平陣屋前11-7

▲エン転職

◆勤務地	 本社（八柱）・馬橋
◆時　間	 ①週2回～（Wワーク可）
	 ②9時～18時（3時間以上）
	 　週2回～
◆休　日	 ①土日休日	※土曜日繁忙期相談
	 ②週休2日制
	 ※原則9時～18時
◆待　遇	 交通費規定内支給
◆応　募	 電話又は履歴書（写貼）を郵送
	 下さい。HPより24時間応募OK!

八柱・馬橋

ファッションリフォーム（株）トノオカ
松戸市日暮 7-473
http://www.tonooka.co.jp
（インターネットで 24h受付中）
TEL	047-387-2963
担当／採用係（10時～ 17時）

契パ
洋服の検品・修理・アイロンなど
①パート	時給953円～980円
②契約社員	167,000円～183,000円
短期・長期アルバイト可（1ケ月～6ケ月）

服飾学校卒の方	歓迎!
未経験でも可

◆勤務地	 ①銀の糸イトーヨーカドー松戸
	 ②銀の糸アリオ亀有店
◆時　間	 ①10時～19時	4時間程度（週2回～）
	 ②14時～20時	4時間程度
◆休　日	 希望日優先
◆待　遇	 社保、交通費規定内支給
◆応　募	 電話又は履歴書（写貼）を郵送
	 下さい。HPより24時間応募OK!
◆P　	R	 経験いりません。子供さんの行

事も優先できます。短期・長期

OK、週2日～。勤務時間が自由
に選べます。お気軽にお問い合
わせください。駐車場有

JR常磐線・新京成線「松戸駅」／JR常磐線「亀有駅」

ファッションリフォーム（株）トノオカ
松戸市日暮 7-473
http://www.tonooka.co.jp
（インターネットで 24h受付中）
TEL	047-387-2963
担当／採用係（10時～ 17時）

パ
洋服修理受付・ミシン等
①銀の糸イトーヨーカドー松戸
　時給953円～980円
②銀の糸アリオ亀有店
　時給1,041円

家庭用ミシン、ロックできる方!
20代～60代活躍中
未経験者歓迎!!

（          ）

パート：953円～1,123円  学生アルバイト：953円～1,053円  高校生：953円
※店舗・雇用形態・時間帯により異なります。※精肉・鮮魚・惣菜・食品レジは加給有　※詳細は下記二次元コードよりご確認下さい。

生鮮食品各種・食品レジ・閉店前の売切り＆品出し業務など
※店舗により異なります。詳細は下記二次元コードよりご確認下さい。※八柱店は薬剤師パートも募集中です。

8：00～22：15内で1日実働2～7時間、週2～5日の勤務が可能な方
◇土日どちらか勤務できる方歓迎  ◇高校生は21：45までの勤務となります。
◇働き方やシフトのご希望は、面接時にご相談に応じます。 ◇遅番可能な方歓迎

社会保険制度有※、有給休暇、制服・ロッカー貸与、社員食堂
★交通費支給 ★昇給有 ★賞与支給 ★育児休暇支援制度 ★定年（一律60歳）その後再雇用制度有（★は社内規定に基づく）

お電話、またはWEBよりご応募ください。※面接当日は履歴書（写貼）・　筆記用具をご持参ください。

イトーヨーカドー 松戸地域

アルバイト・
パート募集

ご希望の働き方、
お気軽にご相談ください

時　　給

募集職種

募集時間

待　　遇

感染症対策実施中

※加入条件については、面接の際に
　お問い合わせください。

・定期的な消毒実施 ・レジ前の飛沫防止用透明シート設置 ・勤務中のマスク着用 など

生鮮食品各種・食品レジ・閉店前の売切り＆品出し業務
など、様々なお仕事があります。ライフスタイルに合った
働き方の為のサポートも充実。2店舗で同時募集中!
お近くの店舗へぜひご応募ください!!

WEB応募は各店 二次元コードより24時間受付中です♪お近くの店舗よりお選びください
イトーヨーカドー松戸店

047-368-5131
千葉県松戸市松戸1149 JR常磐線/新京成線「松戸駅」から徒歩2分

受　付
10時～19時 （          ）

イトーヨーカドー八柱店
047-387-1121

千葉県松戸市日暮1-15-8 JR武蔵野線「新八柱駅」から徒歩3分

受付
11時～20時
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パート：953円～1,123円  学生アルバイト：953円～1,053円  高校生：953円
※店舗・雇用形態・時間帯により異なります。※精肉・鮮魚・惣菜・食品レジは加給有　※詳細は下記二次元コードよりご確認下さい。

生鮮食品各種・食品レジ・閉店前の売切り＆品出し業務など
※店舗により異なります。詳細は下記二次元コードよりご確認下さい。※八柱店は薬剤師パートも募集中です。

8：00～22：15内で1日実働2～7時間、週2～5日の勤務が可能な方
◇土日どちらか勤務できる方歓迎  ◇高校生は21：45までの勤務となります。
◇働き方やシフトのご希望は、面接時にご相談に応じます。 ◇遅番可能な方歓迎

社会保険制度有※、有給休暇、制服・ロッカー貸与、社員食堂
★交通費支給 ★昇給有 ★賞与支給 ★育児休暇支援制度 ★定年（一律60歳）その後再雇用制度有（★は社内規定に基づく）

お電話、またはWEBよりご応募ください。※面接当日は履歴書（写貼）・　筆記用具をご持参ください。

イトーヨーカドー 松戸地域

アルバイト・
パート募集

ご希望の働き方、
お気軽にご相談ください

時　　給

募集職種

募集時間

待　　遇

感染症対策実施中

※加入条件については、面接の際に
　お問い合わせください。

・定期的な消毒実施 ・レジ前の飛沫防止用透明シート設置 ・勤務中のマスク着用 など

生鮮食品各種・食品レジ・閉店前の売切り＆品出し業務
など、様々なお仕事があります。ライフスタイルに合った
働き方の為のサポートも充実。2店舗で同時募集中!
お近くの店舗へぜひご応募ください!!

WEB応募は各店 二次元コードより24時間受付中です♪お近くの店舗よりお選びください
イトーヨーカドー松戸店

047-368-5131
千葉県松戸市松戸1149 JR常磐線/新京成線「松戸駅」から徒歩2分

受　付
10時～19時 （          ）

イトーヨーカドー八柱店
047-387-1121

千葉県松戸市日暮1-15-8 JR武蔵野線「新八柱駅」から徒歩3分

受付
11時～20時

指名手配被疑者
捜査強化月間
あれっ？と思ったら最寄りの警察署へ通報を！

松戸警察署 TEL.047-369-0110
令和3年11月1日～11月30日


