
　　　　　　　「福祉のしごと相談・面接会」の出展事業所による施設見学会

 福祉のしごと職場見学デイズ（文京区）
見学受入先一覧

＜職場見学受入れ期間＞
　「福祉のしごと相談・面接会（地域密着面接会）」開催後、2月27日(水)～3月13日(火)

＜職場見学申込み方法＞
　１ページ目「平成２９年度 福祉のしごと職場見学デイズ」職場見学申込みの流れをご覧ください。

＜職場見学受入れ先＞
　２ページ目以降に受入れ先の情報（分野・最寄り駅・申込連絡先など）をまとめておりますので、
　ご覧ください。

職場の様子を知るためには、実際に職場

を見学してみるのが、一番の近道です。 

複数の事業所を見学して、自分の希望に

合った職場と出会いましょう！ 

 この事業全般についてのお問い合わせは… 

 ☎ 03-5211-2860 職場見学デイズ係  まで 

東京都福祉人材センター 

「相談・面接会」に来ていなくても 

 ご参加いただけます!! 



「平成２９年度 福祉のしごと職場見学デイズ」職場見学申込みの流れ

職場見学に際しては、以下の点をご留意ください。 

①決められた見学時間（開始～終了）を厳守の上、 

 見学日当日は、職員の指示に従って行動ください。 
②職場見学中に知りえた利用者の方の個人情報を絶対に 
 外部に漏らしてはいけません。 
③見学前や見学中に発熱・腹痛等の体調不良やその他 
 感染症の疑いがある場合は、必ず見学先に連絡の上、 
 指示に従ってください。 

見学希望者の方から、電話連絡による申込みを受けた後、 

日程調整をし、見学日当日の注意事項等についてお伝え

ください。 

職場見学受入れ期間後、1か月以内に、人材センターまで 

「報告書（見学者数・面接者数・採用数）」をご提出ください。 

職場見学受入れ先 職場見学希望者 

 ・実施内容については、各施設・事業所によりますが、 

 資格や経験のない方にもわかりやすい説明内容や 

  資料になるようご配慮ください。 

・職場見学後、求職者が希望する場合は面接も実施 

 して下さい。 

東京都福祉人材センターホームページに掲載の「福祉の 

しごと職場見学受入先一覧」にて、見学希望先を選択し、 

電話連絡にて申込みを行います。 

申込時に調整及び確認すべき内容は以下の通りです。 
 

①見学を希望する日時 

※見学後に面接を希望する場合は、予めその旨を先方に 

   伝えておきましょう。 

②見学日当日の服装や持ち物 

③緊急時の連絡先 

※見学受入先での感染症の発生等により、やむを得ず 

   見学予定日が変更になる場合がありますので、予め 

   ご了承ください。 
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3 社会福祉法人 洛和福祉会 洛和ヴィラ文京春日 高齢 ○

ユアハウス弥生 ○

ケアワーク弥生 介護サービス部 ○

特別養護老人ホーム 文京白山の郷 ○

文京白山高齢者在宅サービスセンター ○

文京本郷高齢者在宅サービスセンター ○

文京向丘高齢者在宅サービスセンター ○

6 株式会社 グッドライフケア東京 グッドライフケア訪問介護文京 高齢 ○

7 社会福祉法人 フロンティア 特別養護老人ホーム 文京くすのきの郷 高齢 ○ ○

文京区「福祉のしごと職場見学デイズ」見学受入先一覧

5 社会福祉法人 福音会 高齢

4 株式会社 ケアワーク弥生 高齢

サービスの種類

ページ 法人名 事業所名 分野
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TEL

TEL

区市町村

特別養護老人ホーム

町名・番地・ビル名な
ど

所在地
春日１-9-21

文京区

高齢分野分野/サービスの種類

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特別養護老人ホーム　洛和ヴィラ文京春日

法人名 社会福祉法人　洛和福祉会
担当者名・電話番号 担当者名 野﨑七海 03-5804-6511

法人として見学希望者
へのメッセージ

洛和ヴィラ文京春日は2017年4月に開設した新しい特養です。
利用者さま・ご家族・職員の笑顔あふれる施設を目指しています。
年に1度10連休の取得など、福利厚生の充実に力を入れています。
ぜひお気軽に施設見学にいらしてください。

ボランティア受入状況

備考欄

最寄駅（徒歩〇分）

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

東京メトロ「後楽園駅」・都営地下鉄「春日駅」徒歩8分/JR・東京メトロ「飯田橋駅」徒歩9分

見学の日時は柔軟に対応いたします。まずはお電話ください。

担当者名 野﨑七海 03-5804-6511

なし あり なし あり 

お待ちしています！ 
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TEL

TEL

TEL

法人として見学希望者
へのメッセージ

認知症や身体が不自由になっても住み慣れた自宅で最期まで
お過ごしいただけるよう支援しております。利用者様のやりた
いことや希望を一緒に考え実現していくお仕事です。ぜひ見学
にお越しください。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ユアハウス弥生

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 株式会社ケアワーク弥生

担当者名・電話番号 担当者名 狩野信弥 03-3811-1039

分野/サービスの種類 高齢分野 小規模多機能居宅介護

町名・番地・ビル名な
ど 弥生２－１６－３

所在地
区市町村 文京区

最寄駅（徒歩〇分） 根津駅　徒歩5分　東大前　徒歩8分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 金山峰之 03-5840-8652

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 ケアワーク弥生　介護サービス部

ボランティア受入状況

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

町名・番地・ビル名な
ど 弥生２－１５－１３

所在地
区市町村 文京区

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 根津駅　徒歩5分　東大前　徒歩8分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号 担当者名 重森晴子 03-3811-1056

なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり なし あり なし あり 

お待ちしています！ 
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TEL

TEL TEL

TEL

法人として見学希望者
へのメッセージ

見学希望は随時受付致します。(要日程調整)
まずは施設の雰囲気を見ていただき、疑問点や不安点
等遠慮なく話してください。
新しい仲間をお待ちしています。

見学受入れを希望する
施設・事業所名

特別養護老人ホーム文京白山の郷
文京白山高齢者在宅サービスセンター

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人　福音会
担当者名・電話番号 担当者名 井上　雅之 03-3942-1887

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム、デイサービス

町名・番地・ビル名な
ど 白山5-16-3

所在地
区市町村 文京区

最寄駅（徒歩〇分） 都営三田線　千石駅　徒歩　5分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 井上　雅之 03-3942-1887

備考欄

見学受入れを希望する
施設・事業所名 文京本郷高齢者在宅サービスセンター

ボランティア受入状況

分野/サービスの種類 高齢分野 デイサービス

町名・番地・ビル名な
ど 本郷4-21-2

所在地
区市町村 文京区

備考欄

ボランティア受入状況

最寄駅（徒歩〇分） 都営春日駅徒歩3分　メトロ後楽園駅徒歩5分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 島　眞紀子 03-3816-2317

見学受入れを希望する
施設・事業所名 文京向丘高齢者在宅サービスセンター

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名な
ど 向丘2-22-9

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 デイサービス

最寄駅（徒歩〇分） メトロ南北線　本駒込駅徒歩7分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 宮島　ひろみ 03-5814-1531

ボランティア受入状況なし あり 

なし あり 

なし あり 

なし あり なし あり なし あり 

なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 

お待ちしています！ 
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TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄

分野/サービスの種類 高齢分野 訪問介護

最寄駅（徒歩〇分） 後楽園駅より徒歩6分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 伊藤 03-3537-0790

法人として見学希望者
へのメッセージ

介護の仕事に少しでも興味を持っていただきましたら、是非、
見学にお越し下さい。
介護職員初任者研修の資格をお持ちでない方は、社内にて資
格取得も可能です！

見学受入れを希望する
施設・事業所名 グッドライフケア訪問介護文京

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名な
ど 小石川2-19-1　林田ビル1階

担当者名・電話番号 担当者名 伊藤 03-3537-0790

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 株式会社グッドライフケア東京

なし あり なし あり 

お待ちしています！ 
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TEL

TEL

ボランティア受入状況

備考欄
同時にデイサービス（文京くすのき高齢者在宅サービスセンター）も
見学できます。

分野/サービスの種類 高齢分野 特別養護老人ホーム、デイサービス

最寄駅（徒歩〇分） 東京メトロ丸ノ内線　新大塚駅　徒歩7分

見学申し込み時の
担当者名・電話番号

担当者名 木村　由美子 03-5949-5995

法人として見学希望者
へのメッセージ

「百聞は一見にしかず」・・・是非、実際に施設をご覧になっていただ
き、雰囲気を感じて、ご自身が働いた際のイメージを抱いてください。
施設は特別養護老人ホームとデイサービスが併設されておりますの
で、同時に見学できます。

見学受入れを希望する
施設・事業所名 特別養護老人ホーム文京くすのきの郷

所在地
区市町村 文京区

町名・番地・ビル名な
ど 東京都文京区大塚4-18-1

東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター

「福祉のしごと職場見学デイズ」実施申込書

項目 内容

法人名 社会福祉法人フロンティア
担当者名・電話番号 担当者名 木村　由美子 03-5949-5995

なし あり なし あり 

お待ちしています！ 
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文京区「福祉のしごと相談・面接会」のお知らせ 
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こちらのチラシもご覧ください 

 ↓ 

文京区で、福祉の仕事をしませんか？ 

東京都福祉人材センターでは、福祉の仕事への理解を広げ、就職につなげる場 として、 

都内各地で「福祉のしごと相談・面接会」を開催しています。 
 

【文京区「福祉のしごと相談・面接会」】 

開催日：平成30年2月26日（月） 

時間：12：00～16：00 （受付開始11：50 受付終了15：30） 

場所：文京シビックセンター 地下2階 区民ひろば 

（東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園」駅下車 直結、都営三田線・大江戸線「春日」駅  直結） 
  

高齢者福祉分野の14法人（予定）が出展します。 
 

求人概要は、東京都福祉人材センターのホームページで約１週間前から 

公開します。 

HP：https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/sodankai.html 

資格や経験がない方でも応募できる求人があります。 

もちろん、相談だけでも構いませんので、お気軽にご来場ください！ 

フクシロウ          


