
  2018/06/06

JULY　７月

2018年7月9日(月) 10：00-11：00
2018年7月9日(月) 15：00-16：00

2018年7月10日(火) 10：00-12：00

2018年7月10日(火) 15：00-16：00
2018年7月11日(水) 10：00-11：00
2018年7月12日(木) 10：00-11：00
2018年7月13日(金) 10：00-11：00
AUGUST　８月

2018年8月6日(月) 10：00-11：00
2018年8月6日(月) 15：00-16：00

2018年8月7日(火) 10：00-12：00

2018年8月7日(火) 15：00-16：00
2018年8月8日(水) 10：00-11：00
2018年8月9日(木) 10：00-11：00
2018年8月10日(金) 10：00-11：00
OCTOBER　１０月

2018年10月6日(土) 10：00-12：00

2018年9月15日(土) 時間は個別にご案内します。

2018年10月27日(土) 時間は個別にご案内します。

philos2011.com

～フィロスの就職イベント一覧～
関東エリア　｜保育士｜｜栄養士｜共通

園見学・就職説明会

１次選考会（面接）

２次選考会（実技）

ゆめの樹保育園はつだい
ゆめの樹保育園しんこいわ
ゆめの樹保育園ほどがや
ゆめの樹保育園たかいどにし

３園をめぐるツアー
　　※おぎくぼ・なりたにし・柳窪の３園をご案内します。

ソラーナ目白
ソラーナ池袋保育園

ソラーナ池袋保育園

ゆめの樹保育園なりたにし

ゆめの樹保育園なりたにし

３園をめぐるツアー
　　※おぎくぼ・なりたにし・柳窪の３園をご案内します。

ゆめの樹保育園はつだい
ゆめの樹保育園しんこいわ
ゆめの樹保育園ほどがや
ゆめの樹保育園たかいどにし

採用試験

社会福祉法人フィロス　関東支部

←お申込みはコチラまで。
お問い合わせ内容に、
園見学の場合は希望日と希望園、
採用試験の場合は希望日を入力の上、
お申し込みください。

TEL:03-6276-9803
担当：鶴澤（ツルサワ）

３園をめぐるツアー
　　※おぎくぼ・なりたにし・柳窪の３園をご案内します。

ソラーナ目白

【保育士】勤務を希望する園にて保育体験をしていただきます。日時は個別にご案内いたします。
【栄養士】実技試験を行います。日時は個別にご案内いたします。

　



保育は未来をつくるシゴト。

フィロスで子どもたちの

未来をつくろう。

私たちと一緒に挑戦する保育士大募集！

子どもたちとたくさん笑ってください。子どもたちとたくさん挑戦してください。

その一瞬一瞬が子どもたちの未来に、そして保育士自身の未来につながっていく。

保育でニッポンの未来をつくるんだ！私たちは真剣にそう考えています。

ちょっとむずかしい挑戦ほど燃えてしまう、あなたのご応募をお待ちしています。

保育士資格をお持ちの方、または２０１９年３月に資格取得見込みの方。｜応募資格｜

社会福祉法人フィロスは、子どもの気持ちと主体性を何より大切にした保育を行っています。

関東エリアに６つの標準園と３つの小規模園、中部エリアに８つの標準園と６つの小規模園を運営しています。

２０１９年度採用求人票

関東エリア 保育士

2018.06.05

PHIL S 「やりたい！」ができる保育

園見学・説明会のお申込み・お問合せはお気軽に法人本部まで。

園見学・採用説明会
７月・８月・１０月    開催決定！
日時や場所は、ｗｅｂサイト新着情報をご確認ください。

｜採用試験｜ １次選考会 2018 年 9 月 15 日（土） ゆめの樹保育園なりたにしにて、面接を行います。

　 2018 年 10 月 27 日（土） 時間は個別にご案内いたします。

２次選考会 勤務を希望する園にて保育体験をしていただきます。

｝

｜条件｜ 給与合計  210,000 円 190,000 円 

　基本給  180,000 円 160,000 円

　資格手当  20,000 円 20,000 円

　皆勤手当  10,000 円 10,000 円

賞与 年 2回　計 2か月分

通勤手当  実費支給　※社宅利用の場合支給なし。

その他手当 東京都・・・キャリアアップ手当、処遇改善手当

 横浜市・・・職員処遇改善費、処遇改善手当

福利厚生  雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

休日 完全週休二日制、祝日、年末年始休日

休暇 年次有給休暇（6か月後に 10 日）

社宅制度  借り上げ社宅（上限 82,000 円～ 100,000 円自治体による）

※各園若干名を募集します。 ※各園若干名を募集します。

｜勤務地｜ 認可園

社会福祉法人フィロス
法人本部 関東支部

〒166-0016 東京都杉並区成田西 2-24-2 ゆめの樹保育園なりたにし内

tel:  03-6276-9803

担当 鶴澤 宏
ツルサワ ヒロシ

ゆめの樹保育園おぎくぼ
（東京都杉並区）

ゆめの樹保育園なりたにし
（東京都杉並区）

ソラーナ池袋保育園
（東京都豊島区）

小規模保育事業

ゆめの樹保育園はつだい
（東京都渋谷区）

ゆめの樹保育園たかいどにし
（東京都杉並区）

ソラーナ柳窪
（東京都杉並区）

小規模保育事業

ゆめの樹保育園しんこいわ
（東京都葛飾区）

ゆめの樹保育園ほどがや
（横浜市保土ヶ谷区）

ソラーナ目白
（東京都豊島区）

小規模保育事業



食事は未来をつくる。

フィロスで子どもたちの

未来をつくろう。

PHIL S 「やりたい！」ができる保育
社会福祉法人フィロスは、子どもの気持ちと主体性を何より大切にした保育を行っています。

関東エリアに６つの標準園と３つの小規模園、中部エリアに８つの標準園と６つの小規模園を運営しています。

２０１９年度採用求人票

関東エリア 栄養士

2018.06.05

園見学・説明会のお申込み・お問合せはお気軽に法人本部まで。

私たちと一緒に挑戦する栄養士大募集！

私たちはみんな食べたものでできている。

子どもたちの体と心にとって、給食はとても大切です。

フィロスの栄養士さんには、調理はもちろん、野菜の皮むきやお菓子作りなど

子どもたちへの調理指導や、献立の提案もお願いしています。

子どもたちの食の未来に挑戦する栄養士さんのご応募をお待ちしています。

園見学・採用説明会
７月・８月・１０月 開催決定！
日時や場所は、ｗｅｂサイト新着情報をご確認ください。

社会福祉法人フィロス
法人本部 関東支部

〒166-0016 東京都杉並区成田西 2-24-2 ゆめの樹保育園なりたにし内

tel:  03-6276-9803

担当 鶴澤 宏
ツルサワ ヒロシ

栄養士もしくは管理栄養士資格をお持ちの方、または２０１９年３月に資格取得見込みの方。｜応募資格｜

｜採用試験｜ １次選考会 2018 年 9 月 15 日（土） ゆめの樹保育園なりたにしにて、面接を行います。

　 2018 年 10 月 27 日（土） 時間は個別にご案内いたします。

２次選考会 勤務を希望する園にて保育体験をしていただきます。

｝

｜条件｜ 給与合計  230,000 円

　基本給  200,000 円

　資格手当  20,000 円

　皆勤手当  10,000 円

賞与 年 2回　計 2か月分

通勤手当  実費支給　※社宅利用の場合支給なし。

その他手当 東京都・・・キャリアアップ手当、処遇改善手当

 横浜市・・・職員処遇改善費、処遇改善手当

福利厚生  雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

休日 完全週休二日制、祝日、年末年始休日

休暇 年次有給休暇（6か月後に 10 日）

社宅制度  借り上げ社宅（上限 82,000 円）※渋谷区・横浜市は除く

※各園若干名を募集します。 ※各園若干名を募集します。

｜勤務地｜ 認可園

ゆめの樹保育園おぎくぼ
（東京都杉並区）

ゆめの樹保育園なりたにし
（東京都杉並区）

ソラーナ池袋保育園
（東京都豊島区）

小規模保育事業

ゆめの樹保育園はつだい
（東京都渋谷区）

ゆめの樹保育園たかいどにし
（東京都杉並区）

ソラーナ柳窪
（東京都杉並区）

小規模保育事業

ゆめの樹保育園しんこいわ
（東京都葛飾区）

ゆめの樹保育園ほどがや
（横浜市保土ヶ谷区）

ソラーナ目白
（東京都豊島区）

小規模保育事業
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