
ハローワーク水戸 福祉人材コーナー 
☎029（231）6223・fax029（224）0371 

東前病院 介護老人保健施設 渡里の里 

介護老人保健施設 大串の里 グループホーム みかん 

・特別養護老人ホーム　フォレストヴィラ水戸
・東前病院
・五軒町クリニック
・介護老人保健施設　大串の里
・介護老人保健施設　渡里の里
・グループホーム　ばなな
・グループホーム　メロン
・グループホーム　みかん



日程 

会場 

６/６（月） 

時間  

ハローワーク水戸 付属庁舎２階 会議室（水戸市水府町1573-1） 

【ハローワーク水戸 福祉人材コーナー】 
☎029（231）6223/fax029（224）0371 

「6/6 鳳凰会グループ福祉のお仕事相談会参加申込書」 

●希望者は当日面接ができます。（履歴書不要） 
●当日受付も可能です。 
●企業説明会のみ・個別相談会のみの申込も可能です。 

キリトリ 

申込・お問合せ先 

氏名： 

求職番号： 
ハローワークカードの番号（お持ちの方のみ） 

（年齢：  才） 

※雇用保険受給者の求職活動実績になります。 

１０：００～１１：００（企業説明会）
１１：００～１２：００（個別相談会）

【午前の部】
１３：００～１４：００（企業説明会）
１４：００～１５：００（個別相談会）

【午後の部】

参加希望 
（○をつけて下さい） 

午前の部・午後の部

整理№ 事業所名 就業場所名 職種 雇用形態 必要な資格・経験 運転免許
1 特別養護老人ホーム　フォレストヴィラ水戸 介護職員 08010- 9067061 正社員 不問 不問
2 デイサービスセンター　フォレストヴィラ水戸 介護職員 08010- 5990661 準社員 不問 要
3 デイサービスセンター　フォレストヴィラ水戸 介護職員 08010- 9698661 パート 不問 要
4 施設ケアマネージャー 08010- 8565361 正社員 介護支援専門員 要
5 看護スタッフ 08010- 9697361 正社員 看護師又は准看護師 不問
6 生活相談員 08010- 8566661 正社員 介護支援専門員・社会福祉士・社会福祉主事・介護福祉士いずれか 要
7 リハビリテーションスタッフ 08010- 9696061 正社員 作業療法士・理学療法士・言語聴覚士いずれか 不問
8 介護スタッフ 08010- 9698661 正社員 不問 要
9 介護スタッフ（夜勤専従） 08010- 9052261 パート 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 不問
10 看護スタッフ 08010- 9930661 パート 看護師又は准看護師 不問
11 介護スタッフ 08010- 9056861 パート 不問 不問
12 看護スタッフ（夜勤専従） 08010- 9554961 パート 看護師又は准看護師 不問
13 看護スタッフ 08010- 9711661 正社員 看護師又は准看護師 不問
14 介護スタッフ 08010- 9713561 正社員 不問 要
15 看護スタッフ 08010- 9716861 パート 看護師又は准看護師 不問
16 介護スタッフ（入所・通所リハビリ） 08010- 9717961 パート 不問 要
17 リハビリテーションスタッフ 08010- 9709961 正社員 作業療法士・理学療法士・言語聴覚士いずれか 不問
18 東前病院又は介護老人保健施設　大串の里 介護スタッフ 08010- 8553861 パート 不問 不問
19 看護スタッフ 08010- 9957261 正社員 看護師又は准看護師 不問
20 看護スタッフ 08010- 9761361 パート 看護師又は准看護師 不問
21 医療ソーシャルワーカー 08010- 9969961 正社員 社会福祉士又は社会福祉主事 要
22 五軒町クリニック 看護スタッフ 08010- 9968861 パート 看護師又は准看護師 要
23 水戸市東前又は各グループホーム 教育スタッフ 08010- 9582061 正社員 介護福祉士（介護支援専門員優遇） 要
24 介護支援専門員 08010- 4959061 正社員 介護支援専門員 要
25 介護員 08010- 4961561 正社員 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 要
26 介護員 08010- 9584661 準社員 不問 不問
27 介護員 08010- 4985661 パート 不問 不問
28 介護支援専門員 08010- 4960261 パート 介護支援専門員 要
29 介護員（夜勤専従） 08010- 4963761 パート 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 要
30 介護支援専門員 08010- 5139161 正社員 介護支援専門員 要
31 介護員 08010- 5140661 正社員 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 要
32 介護員 08010- 9588761 準社員 不問 不問
33 介護員 08010- 4986261 パート 不問 不問
34 介護支援専門員 08010- 4964861 パート 介護支援専門員 要
35 介護員（夜勤専従） 08010- 4970461 パート 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 要
36 介護支援専門員 08010- 4955761 正社員 介護支援専門員 要
37 介護員 08010- 4983061 正社員 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 要
38 介護員 08010- 9591361 準社員 不問 不問
39 介護支援専門員 08010- 4956861 パート 介護支援専門員 要
40 介護員 08010- 4957961 パート 不問 不問
41 介護員（夜勤専従） 08010- 4958161 パート 介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修いずれか 要

東前病院

（医）鳳香会

（福）鳳凰会

求人番号

【求　人　情　報】

介護老人保健施設　大串の里

介護老人保健施設　渡里の里

※事業所の都合により求人が取消になる事があります。

（株）トゥルーケア
グループホームメロン

グループホームばなな

グループホームみかん


