
ジョブリターン制度スタート！

健育会グループをご退職された皆様へ

健育会は様々な医療・介護施設を保有しており、我々の Vision である「クライアントの心を豊かに
する病院グループ・介護施設」の達成のため日々邁進しています。

「Vision 達成のために、もう一度皆さんのお力をお借りしたい。」

そういった想いから過去に健育会をご退職された元職員の方に、知識や経験を活かして再び活躍し

ていただくために「ジョブリターン制度」をスタートしました。

もう一度皆さん、健育会で活躍してみませんか！
今回の求人情報を是非チェックしてみてください。

健育会
NEWS

平成29年4月に大泉学園複合施設、
同年10月に湘南慶育病院がオープンしました。

湘南慶育病院
□診療科目

□病床数

□院長
□住所

内科・神経内科・消化器内科・循環器内科
腎臓内分泌代謝内科・呼吸器内科・外科・消化器外科
整形外科・眼科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科
リハビリテーション科・放射線科・麻酔科
230 床　一般病棟 30 床
              療養病棟 50 床
              回復期リハビリテーション病棟 100 床
              地域包括ケア病棟 50 床
鈴木 則宏
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 4360 番地

大泉学園複合施設

□診療科目
□病床数
□院長
□住所

［ねりま健育会病院］
リハビリテーション科、内科
100 床　回復期リハビリテーション病棟 100 床
酒向 正春
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町 7丁目3番 28 号

□事業内容
［ライフサポートねりま］

介護老人保健施設（長期入所・短期入所）
通所リハビリテーション
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援



健育会グループでは快適なプライベートライフを過ごすための福利厚生が充実しています。

福利厚生

誰もが知る有名テーマパークの利用について、特別優待が受け
られます。

有名テーマパーク利用補助
東京ドームシティのアミューズメント施設・各種イベント等に使え
るチケットを特別価格で購入できます。

東京DC パートナーメンバーズ

箱根、軽井沢、那須、熱海、京都など全国の魅力的な施設を利
用できる会員制リゾートホテルと連携。

保養所『東急ハーヴェストクラブ』

熱川温泉病院・ライフケアガーデン熱川・西伊豆健育会病院・石巻健育会
病院・湘南慶育病院・いわき湯本病院・花川病院・オアシス21・花ぴりか

● 産前7週・産後8週休暇
● 育児休業
● 子の看護休暇
   （1年間を通して5日以内）
● 育児短時間勤務制度

保育室併設病院・施設

研究やスキルアップに励みたい人には、各種学会や研修会な
ど学習機会が充実しています。

頑張る人を応援

応募・お問合わせ先

ジョブ・リターン制度の詳しい求人情報は別紙をご参照ださい！

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-18 寿ビル 4 階
医療法人社団 健育会　管理部　南・山村

Tel　03-3233-1130
Mail  recruit@healthcare-systems.co.jp

RECRUITING SITE

URL  http://www.kmcb.or.jp/recruit

保育室の整備 子育て支援制度

湘南慶育病院　保育室 熱川温泉病院　保育所

子育て
支援



応募資格 （1）当会に在職経験があること
（2）退職の理由が以下であること
　　結婚・出産・育児・介護などにともなう、やむを得ない事情
　　※このリーフレットを受け取られた方は退職理由問わず制度の対象になります。
（3）心身ともに健康であること

受入条件 選考にあたっては、在職時の勤務実績等を勘案の上、書類選考・面接等を実施し、採用可
否判断を行います。

処　遇 処遇は、職務内容および在職時の勤務実績等を判断し、決定いたします。

ジョブリターン制度　制度概要

募集情報

東
京
エ
リ
ア

〒174-0075 東京都板橋区桜川2-10-7
TEL: 03-5922-6322
http://www.takekawa.gr.jp/keyaki/

ケアセンターけやき

募集職種 ①【常勤】ケアマネージャー
②【常勤】調理スタッフ
③【パート】調理スタッフ
④【パート】送迎運転手
⑤【常勤】正看護師（訪問看護）
⑥【パート】正看護師（訪問看護）
⑦【常勤】作業療法士（訪問看護）
⑧【常勤】作業療法士（通所リハ）
⑨【常勤】理学療法士（訪問看護）
⑩【常勤】理学療法士（通所リハ）
⑪【常勤】言語聴覚士（訪問看護及び通所リハ）

最寄駅 東武東上線「上板橋」駅下車、南口から徒歩10分

就業情報 ①⑤⑦⑨8:45～17:30
②変形（1ヶ月単位）
6:00～14:45　9:30～18:15　10:30～19:15
③6:00～14:45　※又は6:0～19:00の3時間以上
④8:30～18:15（休憩時間105分）
⑥9:00～15:00　※又は8:45～17:30の3時間以上
⑧⑩8:30～17:15
⑪8:45～17:30　8:30～17:15　いずれか

仕事内容 ①居宅介護支援事業所でのケアマネジメント全般
②③介護施設における調理全般
　朝食・夕食1日30食　昼食1日100食程度
④デイサービス・デイケアでの送迎運転業務
⑤⑥在宅生活支援
⑦⑨訪問看護に於けるリハビリ業務
⑧⑩通所リハビリテーションにおける個別機能訓練
⑪訪問看護に於けるリハビリ業務

特記 通所リハビリテーションにおける個別機能訓練
①②⑤⑦～⑪
　シフトによる週休2日制、年間休日120日以上、
　残業月平均10時間
③④週20時間以上の場合は雇用保険への加入あり
　法定要件を満たす場合は社会保険への加入あり
⑥勤務日・時間　応相談

〒174-0075 東京都板橋区桜川2-19-1
TEL: 03-6413-1300
http://www.takekawa.gr.jp/

竹川病院

募集職種 ①【常勤】介護職員
②【パート】介護職員
③【パート】調理助手

最寄駅 東武東上線「上板橋」駅下車、南口から徒歩10分

就業情報 ①早番7：30～16：15　日勤8：45～17：30　
   遅番11：00～19：45　夜勤16：45～翌9：15
②勤務日・時間　応相談
③業務開始時間相談可～19：45

仕事内容 ①病棟の介護業務（2交代制、夜勤は月4回程度）
②病棟の介護業務
③洗浄、清掃、盛付け

特記 ①シフトによる週休2日制、年間休日120日以上、
　残業月平均5時間、夜勤時は夕食支給
②年齢不問、年齢やキャリアによる業務内容の相談可
③週3日以上で1日4時間以上

〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町7丁目3番28号
TEL: 03-5935-6102（病院）　TEL: 03-5935-6713（老健）
http://nerima-k.gr.jp/

大泉学園複合施設

募集職種 ①【常勤】調理補助
②【常勤】言語聴覚士
③【常勤】正看護師
④【常勤】介護職員
⑤【常勤】医療事務
⑥【常勤】社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）
⑦【パート】看護助手

最寄駅 西武池袋線「大泉学園」駅下車、バスにて10分
最寄バス停「大泉風致地区」

就業情報 ①8:45～17:30　6:00～14:45　11:00～19:45
②⑤⑥8:45～17:30
③④日勤8：45～17：30　夜勤16：45～翌9：15
　早番7:00～15:45　遅番11:30～20:15
⑦勤務日・時間　応相談

仕事内容 ①病院および介護施設での調理業務全般
　朝食・夕食1日180食　昼食1日220食程度（最大）
②施設におけるリハビリ業務
③病棟の看護業務（2交代制、宿直は月4回程度）
④介護業務全般（2交代制、宿直は月4回程度）
⑤受付・会計・患者対応、電話対応、医療請求業務等
⑥院内の社会福祉に関する業務全般
⑦病棟の環境整備、看護業務の補助

特記 平成29年4月開設の新規施設です。
回復期と老健の複合施設で「攻めのリハビリ」に
興味のある方を、お待ちしています
③④支度金として30万円支給
⑦労働条件により該当する保険に加入します



東
京
エ
リ
ア

〒179-0084 東京都練馬区氷川台2-14-3
TEL: 03-5922-6788
http://life-hinata.or.jp/

ライフサポートひなた

募集職種 ①【常勤】主任介護支援専門員
②【常勤】理学療法士（訪問リハ専任）
③【常勤】介護職員（入所）
④【パート】看護師

最寄駅 有楽町線・副都心線 「氷川台」駅下車、徒歩15分

就業情報 ①②8:45～17:30
③変形（1ヶ月単位）　
　7:30～16:45　8:45～17:30　11:00～19:45　16:45～9:15
④8:45～17:30

仕事内容 ①居宅介護支援事業所でのケアマネジメント事業全般
②訪問リハビリテーション業務 ※電動自転車使用
③老健における介護業務全般
④老健における看護業務 ※日勤のみ

特記 年間休日120日以上、育児休業取得率100%以上
ワークライフバランス◎
月に1回の研修機会などキャリアアップにうってつけの職場です
制服貸与・希望者は昼食（1食350円）有
③④ブランクのある方でも安心して働けます

静
岡
エ
リ
ア

〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科138-2
TEL: 0558-52-2366
http://www.nishiizu.gr.jp/

西伊豆健育会病院

募集職種 ①【常勤】看護師（外来・病棟勤務）
②【常勤】准看護師（外来・病棟勤務）
③【常勤】調理師
④【常勤】給食調理補助
⑤【パート】給食調理補助
⑥【常勤】理学療法士
⑦【常勤】臨床工学技士（透析室勤務）

最寄駅 JR 熱海駅より伊豆急行線「修善寺」駅下車、
東海バス「松崎」行き乗車80分、
「浜橋」停留所下車　徒歩5分
JR 三島駅より伊豆箱根鉄道「蓮台寺」駅下車、
東海バス「堂ケ島」行き乗車40分、
「浜橋」停留所下車　徒歩5分

就業情報 ①②日勤8:40～17:40　夜勤16:45～9:15
③④早番遅番の勤務シフト制
　5:30～14:30　10:00～19:00
⑤5:30～19:00の間の3時間以上
⑥⑦8:40～17:40

仕事内容 ①急性期の入院患者様の看護業務　当直は月平均
3,4回程度
②外来・病棟・透析室での看護業務
③④給食業務全般
朝・昼・夕の3食（1回80食程度）を5,6人のシフトにより調理
⑤食事の調理及び配膳
朝・昼・夕の3食（1回80食程度）を5,6人のシフトにより調理
⑥身体機能回復のためのリハビリ業務
⑦透析室における血液浄化業務や医療機器操作及び
管理業務

特記 ①②③④⑥⑦引越費用の補助有（上限有）
①②⑥⑦夜間保育可能　0歳児～、
　1日(食事付)500～750円
①②入居可能住宅（単身用）有　2K 月27,000円、
　面接来院時の交通費支給
②入職支度金制度（30万円）対象
⑤労働条件により該当する保険に加入します

〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田424
TEL: 0557-23-0843
http://www.atagawa.gr.jp/

熱川温泉病院

募集職種 ①【常勤】看護師（入寮可）
②【常勤】准看護師（入寮可）
③【常勤】介護福祉士（入寮可）
④【常勤】介護職員（入寮可）
⑤【常勤】作業療法士（入寮可）
⑥【常勤】臨床工学技士（入寮可）
⑦【常勤】社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）（入寮可）

最寄駅 JR伊東線～伊豆急行「片瀬白田」駅下車、徒歩10分

就業情報 ①②③④変形（1ヶ月単位）
　日勤8:30～17:05　夜勤16:40～8:55
⑤8:50～17:25
⑥7:50～16:25
⑦変形（1ヶ月単位）　8:50～17:25

仕事内容 ①入院患者の看護業務、宿直は月平均3,4回程度
②入院患者の看護業務、宿直は月平均3,4回程度
③④患者様の日常生活介助、夜勤は月4回程度
⑤リハビリ機能訓練業務
⑥生命維持装置の操作等
⑦院内の社会福祉に関する業務全般

特記 利用可能託児施設有（首の据わった0歳児～、24時間体制）
職員用の食事有　（朝200円、昼400円、夜400円）
職員用温泉大浴場有
①②ブランクのある方でも復帰支援致します
　採用者は支度金として50万円支給
③④採用者は支度金として20万円支給
　看護師へのステップアップ奨学金制度有
①②③④引越し費用負担
60歳以上の応募も可
Iターン・Uターン就職の方を歓迎いたします
④介護福祉士資格取得支援制度有

〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科243-1
TEL: 0558-52-3000

介護老人保健施設 しおさい

募集職種 ①【常勤】調理補助者
②【パート】調理員

最寄駅 JR 熱海駅より伊豆急行線「修善寺」駅下車、
東海バス「松崎」行き乗車80分、「浜橋」停留所下車　
徒歩5分
JR 三島駅より伊豆箱根鉄道「蓮台寺」駅下車、
東海バス「堂ケ島」行き乗車40分、「浜橋」停留所下車
徒歩5分

就業情報 ① (1)5:30～14:20　(2)10:10～18:45
　 ※ (1)(2)の両方・片方いずれも可
② (1)5:30～14:20　(2)10:10～18:45
　 ※(1)(2)をシフトにより交代で勤務

仕事内容 ①介護施設にて調理補助全般
　朝食・夕食50食程度、昼食は80～100食程度
　 5人のスタッフで調理
②介護施設にて調理業務
　朝食・夕食50食程度、昼食は80～100食程度
　5人のスタッフで調理

特記 明るく優しい若いスタッフの働く職場です
(1)5:30～14:20のシフトでは休憩時間75分になります

〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田415
TEL: 0557-33-4611
http://www.life-atagawa.jp/ 

ライフケアガーデン熱川

募集職種 ①【常勤】看護師
②【常勤】介護福祉士（施設介護員）
③【常勤】栄養士
④【常勤】調理師

最寄駅 JR伊東線～伊豆急行「片瀬白田」駅下車、徒歩8分
就業情報 ①6:45～15:45　8:45～17:45

②変形（1ヶ月単位）
　6:00～15:00　8:45～17:45　16:50～9:10
③8:00～17:00
④シフト制　5:30～15:00　8:00～17:00　10:00～19:00

仕事内容 ①看護業務全般
②入居者への介護サービス全般
③栄養士業務全般（栄養指導、食数・衛生管理等）
④入居者への食事の調理・提供（デイサービスの昼食含む）

特記 入居者（最大75名）の朝・昼・夕食
※経験スキルに応じて業務分担
制服貸与
グループの利用可能託児施設利用可能
（首の据わった0歳児～、24時間体制）
引越費用の相談に応じます
グループ内部の学会・研修への参加補助有



神
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〒251-0862 神奈川県藤沢市稲荷1丁目9-40
TEL: 0466-90-0225
http://keiiku-zaitaku.com/

湘南慶育訪問看護ステーション

募集職種 ①【常勤】看護師（訪問看護）
②【パート】看護師（訪問看護）
③【常勤】ケアマネージャー
④【常勤】理学療法士（訪問看護）
⑤【パート】理学療法士（訪問看護）
⑥【常勤】作業療法士（訪問看護）
⑦【パート】作業療法士（訪問看護）
⑧【常勤】言語聴覚士（訪問看護）
⑨【パート】言語聴覚士（訪問看護）

最寄駅 小田急江ノ島線「藤沢本町駅」徒歩12分
就業情報 ①③④⑥⑧8:30～17:30

②⑤⑦⑨1日2時間以上で応相談（8:30～17:30）

仕事内容 ①②訪問看護ステーションでの看護業務
③居宅介護支援事業所でのケアマネジメント事業全般
④⑤⑥⑦⑧⑨訪問看護ステーションでのリハビリ業務
①～⑨訪問エリア　藤沢市内全域

特記 2017年11月に開院した湘南慶育病院内にサテライト
事業所を開設、新事業所としてスタッフ増員中です。
現在看護師は6名、PT・OT・STは合わせて15名所属、
年代は20才代後半～40才代後半で経験・経歴もまちま
ちですが、お互いの意見を尊重して仕事を行う風潮があ
ります。
1時間単位で取得できる時間休もあり、実際にとても働
きやすい職場です。
訪問業務が初めての方も最初は先輩職員とまわりなが
ら、慣れてから担当を持って頂きますので、安心して働け
ます。
訪問看護の特徴は家庭と両立しながら自分のペースで
働いて頂けます。どうぞお気軽にご連絡ください。

〒251-0862 神奈川県藤沢市稲荷1丁目9-40
TEL: 0466-29-9510
http://www.lcg-shonan.jp

ライフケアガーデン湘南

募集職種 ①【常勤】介護福祉士
②【パート】介護職員（施設介護）
③【パート】介護職員（通所介護）

最寄駅 小田急江ノ島線「藤沢本町駅」徒歩15分
就業情報 ①変形（1ヶ月単位）

　8:45～17:45　11:00～20:00　7:00～16:00　　
　17:00～9:00
②1日4時間以上で応相談（7:30～18:00）
③変形（1ヶ月単位）
　8:45～17:45　9:00～18:00
※1日4時間以上で応相談（8:45～18:00）

仕事内容 ①②有料老人ホームでの介護業務全般
③出尾サービスでの介護業務全般

特記 ユニフォーム貸与、人員体制の手厚い介護体制でゆとり
をもって業務にあたって頂けます。
パート職員は60歳以上も歓迎です。

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 4360番地
TEL: 0466-48-0050
http://keiiku.gr.jp/

湘南慶育病院

募集職種 ①【常勤】看護師
②【パート】看護師
③【常勤】准看護師
④【パート】准看護師
⑤【常勤】介護福祉士
⑥【常勤】介護職員
⑦【常勤】調理師
⑧【パート】調理助手
⑨【常勤】社会福祉士
⑩【常勤】医療事務
⑪【パート】医療事務
⑫【常勤】総務
⑬【パート】事務当直
⑭【常勤】クリーンスタッフ

最寄駅 ■ 小田急電鉄「湘南台駅」から
湘南台駅西口［1番］バス乗り場から、神奈中バス「湘23
系統慶応大学」「湘24系統笹久保経由慶応大学」「湘
25系統急行・慶応大学」行き、
「慶応大学」バスロータリーで下車（約10～15分）、バス
停から徒歩1分
■ JR東海道線「辻堂駅」から
辻堂駅北口［2番］バス乗り場から、神奈中バス「辻34系
統慶応大学」行き、
「慶応大学」バスロータリーで下車（約20分）、バス停か
ら徒歩1分
★無料送迎バスあり

就業情報 ①③⑤⑥日勤8:30～17:30　夜勤16:45～9:15
②④勤務時間応相談（週3～5日、4時間以上）
⑦日勤8:30～17:30　※早番・遅番あり
　早番A 5:00～14:00　早番B 6:00～15:00
　遅番 11:00～20:00
⑧17:00～20:30
⑨8:30～17:30
⑩⑪⑫8:20～17:20　※事務当直が発生する場合有
⑬17:15～8:45
⑭8:30～17:30 ※7:30～早番あり

仕事内容 ①②③④病棟における看護業務全般
⑤⑥病棟における介護業務全般
⑦調理・盛付け・配膳・洗浄等
⑧調理補助業務（盛付け・配膳・洗浄等）
⑨転院調整、退院支援業務、医療ソーシャルワーカー業務
⑩⑪受付、会計、患者対応、電話対応、医事請求業務など
⑫院内の総務業務全般
⑬夜間の受付業務　※1～3回/週できる方歓迎
⑭病室・共有部分の清掃

特記 藤沢市の「健康と文化の森地区」に生まれた湘南慶育
病院は、地域医療から質の高いリハビリテーション・慢
性期医療に至るシームレスな医療を提供し、また、大学
との連携による健康増進・抗加齢医学など最先端の研
究を実践いたします。
そして皆さまの 「その人らしい」生き方を尊重します。
また、一緒に、“あたらしい病院づくり”をしていただけま
せんか。お待ちしています。
★働く人のサポートも非常に充実しております。
是非ホームページをご覧ください★



健育会に再入職するきっかけは？

宮
城
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〒986-0859 宮城県石巻市大街道西3-1-28
TEL: 0225-21-5151
http://himawari-zaitaku.com/index.html

ひまわり在宅サポートグループ

募集職種 ①【常勤】看護師
②【パート】看護師

最寄駅 JR仙石線「石巻」駅下車　車15分
就業情報 ①8:45～17:30

②8:45～17:30 の間の1時間以上
※個人の都合に合わせて調整いたします
■ 就業場所
大崎ひまわり訪問看護ステーション
 〒987-1304 宮城県大崎市松山千石字亀田184
　TEL:0229-87-5560
　・松山事務所
　・古川サテライト事業所
　・仙台サテライト事業所

仕事内容 ①②訪問看護業務

特記 ICT導入され、情報連携力強化！
直行直帰がよりし易くなってます！
福利厚生（ディズニーチケット）が強化されました！
是非大崎ひまわりにお越しください！きっとより明るい雰
囲気になっていると思います！
もし今、お仕事のことでお悩みなら一度ご連絡ください。
ご自身に合った働き方をご提示できると思います。
ご連絡お待ちしています！

〒986-0859 宮城県石巻市大街道西3-3-27
TEL: 0225-94-9195
http://www.ishinomaki.gr.jp/

石巻健育会病院

募集職種 ①【常勤】看護師
②【常勤】准看護師
③【常勤】介護福祉士
④【常勤】看護助手
⑤【常勤】理学療法士
⑥【常勤】作業療法士
⑦【常勤】言語聴覚士

最寄駅 JR仙石線「石巻」駅下車　車15分
就業情報 ①②日勤8:40～17:40　夜勤16:45～9:15

③④7:45～16:30　8:45～17:30　17:30～9:30
⑤⑥⑦8:30～17:15　8:45～17:30
※全て週38時間45分勤務
①②③④交代制、勤務表による4週8休制

仕事内容 ①②病棟における看護業務全般
③④病棟における介護業務全般
⑤⑥⑦病棟における療法業務

特記 石巻健育会病院は、職員の和、職場の和を大切にして
います。それが患者さんの求めている安心感へとつなが
るからです。
福利厚生も充実化し、楽天イーグルスの年間ペアチケッ
トや東京ディズニーリゾートワンデーパスポート割引購入
が可能です。また電子カルテをはじめとしたシステムの活
用により、働きやすい環境づくりに努めています。
私たちは一緒に働く仲間をお待ちしています。

〒986-0015 宮城県石巻市吉野町1-7-1
TEL: 0225-21-5155
http://shion.or.jp

介護老人保健施設 しおん

募集職種 ①【常勤】正看護師
②【常勤】准看護師
③【常勤】介護福祉士
④【常勤】ケアワーカー
⑤【常勤】調理師

最寄駅 JR仙石線「石巻」駅下車　徒歩20分

就業情報 ①②日勤8:45～17:30　夜勤17:00～9:30
③④早番7:30～16:15　遅番9:50～18:35　夜勤17:00～9:30
⑤6:00～15:00　10:30～19:30

仕事内容 ①②入所者の健康管理、医療的処置、外部受診付き添い等
③④食事・入浴・トイレ介助等生活全般のサポート等
⑤入所者・デイサービス利用者に対する食事の提供

特記 1月の残業は平均2.0時間、年間120日の公休も100%取得出来ているほか、
福利厚生としてプロ野球楽天イーグルスの年間チケットや、TDLの割引チケッ
ト、ゴルフ等のサークル活動なども充実している働きやすい職場です。

再入職経験者に
聞いてみた！

鹿児島に住んでいた間もLCG湘南の人と連
絡を取り合ったり関東へ来た際には訪ねたり
もしていたので、声をかけていただきました。今
思えば退職後も仲が良かったなと思います。

ずばり健育会の魅力は？

西園さん、
ありがとうございました!!
皆様の積極的なご応募
お待ちしております！

自分の企画したものが実現されることにやりが
いを感じています。やりたいことにチャレンジし
やすい環境というのが魅力だと思います。

健育会を一度離れて感じたことは？

鹿児島の職場は小さかったので、規模の違い
からできる仕事の範囲も限られていて、もう一度
いろいろなことにチャレンジしてみたいという
想いがあってLCG湘南に戻りたくなりました。

再入職にあたってなにか不安はありましたか？

職場が変わるときは人間関係が不安になりま
すが、戻っても前と変わらないなじみある環境
に救われました。働くうえで人間関係ってとても
大切だと思います。

最後にみなさんにメッセージを
お願いします！

前と変わらない”なじみ”があって、なにより“や
りがい”を感じられる環境は健育会ならではで
す。健育会に戻ってきませんか？

ケアセンターけやき 西園 菜々美 さん
LCG湘南で就職後、一身上の都合により退職。とあることがきっかけで
LCG湘南にて再入職。現在はけやきで介護福祉士として活躍中。


