いっぱいあそんで
いっぱいまなぼう

おひさまみたいに

子どもの成長を

やさしく見守り︑

はな咲かせる︒

https://
hanahoiku.recruit.salon/
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はな保育とは？
子ども一人ひとりに向き合い
その子の心にそっと寄り添いながら
豊かな人間性をはぐくむ保育を。
はな保育は、愛知・岐阜・三重に25の認可保育所（園）を展開しています。
比較的小規模な保育所や保育室が多く、大きな行事などはありませんが、そのぶん、たくさんの保育士を配置し、
子ども一人ひとりの心にじっくりと寄り添える日々の保育を大切にしています。主体はあくまでも子どもたち。
保育者は 子どもの可能性をやさしく見守りながら、
ときに手を差し伸べる存在でいたいと考えています。
園舎によって個性はさまざまですが、室内にボルダリングウォール があったり、
大きな窓があって外にいるような気持ちよさだったり、

部屋の中心にある大きな木のオブジェがシンボルになっていたりと、
明るい雰囲気の園内でのびのびと遊ぶことで、感性を育んでいく工夫をちりばめています。
幅広い年齢層、経験豊富な先生が多数在籍し、若手もベテランも、
互いに切磋琢磨しながら、
より良い保育を見つけていく、そんな雰囲気です。保育者自身のキャリアアップも図りながら、

自分の可能性を大きく広げていけるような、
そんな保育の場であり続けたいと思っています。

保 育 士1 人あたりの
1 歳 児の担 当は？

平 均 残 業時間は？

ピアノを弾く時間は？

残業時間は一日平均にすると約6分！ほとんどあり

心と時間に余裕を持って
関われる人数を設定します

リトミックの専任講師がいたり得意な人が弾いてくれて

ません。全員が定時に帰れるよう、人員配置や仕
事量を調整しています。

「保育士一人あたり1歳児6人」
という国の基準より
25%減らすことで、
こどもと向き合える丁寧な保育を目
指します。

約

人

います。苦手な人は歌を歌ってね！

もちろん、
持ち帰りの仕事も
ないよ！

分

時間 / 月

※苦手な方

Charm Point

休 憩 時 間は？

産休・育休取得者は？
ミリョ ク

60分の休憩が全員しっかり取れるよ
うに人員を配置しています。一息入
れて、午後からもまた笑顔でがんば
りましょう！

年 間 休日数は？

有給消化率
(昨年度)

年間120日以上の休日をお約束。休日は、
60代

歳

50代

49名

幅広い年齢の保育士が
在籍し、
活躍しています。

40代

75名

保育士は何人？

ん。有給休暇も取得しやすいですよ。

123名

それぞれの得意分野をいかして活躍して
います。
今後も園が増えていくので、
一緒に
働く仲間もどんどん増えますよ。

園長の平均年齢

30代

パート

正社員

161名

186名

正社員

名

パ ート

名

パートからの正社員雇用も、
その逆もあります。

毎年、少しずつ新卒保育士の受け入れ
体制を整えてきました！

（別途調理スタッフ50名、総勢397名）

男性保育士

名

男性保育士待っています！
僕たちと一緒に働きましょう！

2022年度

2021年度
2019年度

人

2019年度入社の新卒保育士は地元に帰るため、
残念ですが昨年度末退職しました。
また戻ってきてね、待っています！

名
名

名
名

人

会社説明会は？
保育の様子をゆっくり見学したり、園で働い
ている先輩保育士と話したりと、
はな保育の
雰囲気をたっぷり体感していただける会で
す。来園は私服でOK。
お菓子を食べながら
リラックスしてお話しましょう。
お友達との参加
も大歓迎！

保育士との
座談会もあるよ！！

毎月第４土曜日に、
会社説明会を開催しております！

（昨年度）

回/年
実際に参加していただいた方の
アンケートです！

2020年度

ママ・パパも無理なく働ける環境づくりに取り組んでいます。

バースデー休暇も
あるよ！

新 卒 保 育 士は？
“新卒”保育士

人

%

日

歳

78名

まで、
いろいろな年齢・経歴の保育士が、

消化率
アップ！！

要改善100%を目指します！

20代

正社員 ・ パート

フレッシュな20代から、大ベテランの60代

%

園関連の研修や行事なども一切ありませ

22名

年代比率

平均年齢

産休・育休を取得し、復帰する保育士がたくさんいます。

の魅力

プライベート
タイムを満喫

分

子どもたちと
一緒に歌おう♪

子ども一人ひとりと丁寧に関わることの出来る保育であること、
保育士も大切にされ働きやすい環境であることに魅力を感じました。

働きたくなる保育園だと感じました。
少人数で落ち着いた雰囲気の中で説明を聞くことができました。
また給料に関してなど、
自分からは聞きづらいような事まで
詳細に説明してくださいました。

実際に働く保育士さんともお話ししたことで現場の様子や
働き方や人間関係についても聞くことができて有意義な時間でした。
フレンドリーな雰囲気で話しやすかったです。

採用人数
アップ！！

全体研修は？
楽しく保育をしてほしいから！たくさ
ん学んでほしいから！外部講師を招
き、
実践的な研修を取り入れています。

研修は全て勤務時間内で
実施しています ！

年

回

※特に記載のない数字は全て令和4年度5月現在(全て、
はな保育調べ)

HANA
HOIKU
IN T E R V I E W

園長代理｜保育士

安藤 ゆかり
YUKARI ANDO

子どもたちの
主体的な育ちを引き出す
保育を学べていると
実感しています。

＃

01

幼稚園で13年間働いてきましたが、もっと一人ひとりと丁寧
に向き合いたいと思い転職しました。はな保育では、子ども
の気持ちを汲むこと、共感すること、寄り添うことを大切に、
日々保育をしています。行事や活動に追われることなく、主体
的な子どもの 育ちを引き出 す 保 育を学べています。余 裕を
もって関わり合うことで、子どもの思いを一番に考えられるよ
うになり、以前よりも保育を楽しめるようになりました。

勤務園 ｜ せきとり
入社歴 ｜ 4年目
保育士歴 ｜ 17年
出身校 ｜ 名古屋柳城短期大学

たくさんの個性豊かな保育士が活躍しているはな保育。
園児一人ひとりと向き合いながら、
また共に働く保育士たちと切磋琢磨しながら
子どもたちの大切な一瞬に、全力で関わっています。
4人の保育士が
インタビューに答えるよ！

施設長｜保育士

松久保 里奈
R I N A M AT S U K U B O

HANA HOIKU 4 MEMBERS
＃

01

＃

02

家庭的な雰囲気と
ゆったりした気持ちで、

＃

03

＃

＃

04

02

子どもたちと丁寧に
かかわれる環境です。

小規模保育に興味を持ち、はな保育を選びました。とても家
庭的な雰囲気で、ゆったりと保育ができています。子ども一
人ひとりを大切にして丁寧に関わることだけではなく、職員
勤務園 ｜ たかよこすか
入社歴 ｜ 7年目
保育士歴 ｜ 12年

せきとり

たかよこすか

せきとり

あらこ

ゆ かりさん

りなさん

ゆうきさん

あ ゆ みさん

出身校 ｜ 愛知文教女子短期大学

にとっても働きやすい環境をつくるためにみんなが協力して
いて、日々学ぶことばかりです。これからも、子どもたちはも
ちろん、保護者や 職員など、周りにいる人たちから頼りにさ
れ、みんなの笑顔を引き出せる存在になりたいと思っています。

幼児クラス担当｜保育士

上畑 優樹
Y U K I U E H ATA

3人の保育士が

H AN A H OI K U
CROSS TAL K

クロストークに答えるよ！

遊びはもちろん
活動の終わりも大切に。
子どもたちと向き合い
日々成長したいです。

＃

03

はじめて見学で訪れたとき、部屋が整っていて清潔な印象を
持ちました。手作りのおもちゃや、木の温もりを感じる空間に
も惹かれて選びました。はな保育では、遊びや活動の内容だ
けでなく、活動の終わりをとても大切にしています。そのおか
げもあって、僕も自然と丁寧な言動が身に付いたと感じてい
ます。常にゆったりした気持ちで、子どもたちの気持ちに寄り
添いたい人には、ぴったりの環境だと思います。

勤務園 ｜ せきとり
入社歴 ｜ 2年目
保育士歴 ｜ 3年
出身校 ｜ 東海学園大学

“はな保育って、
どんなところ？”

先輩保育士さんの本音クロストーク
「はな保育って、
どんな雰囲気？」
「 先生同士の関係性って？」
2歳児｜保育士

宮平 歩未
AY U M I M I YA H I R A

保育の現場で日々働く先輩たちに、はな保育での保育の様
子や、働いている職員の雰囲気、目指す保育像や目標など
をいろいろ語ってもらいました。先輩たちによる、本音100%
のクロストークです！

子どもたちが安心して
過ごせる 居場所 を

＃

04

尊敬する先生方と一緒に
つくっていきたい。

クロストークの内容は公式サイト
からご覧いただけます！

少人数・担当制保育で一人ひとりとじっくり関わることがで
き、子どもたちの言動から、私自身たくさんの発見や 学びを
得ています。 子どもたちにとって落ち着ける場所を作るため
勤務園 ｜ あらこ
入社歴 ｜ 2年目
保育士歴 ｜ 2年
出身校 ｜ 名古屋芸術大学保育専門学校

には、保育士が心に余裕を持ち、落ち着いて行動することが
大切です。私も先輩たちのようにどんなときも笑顔を忘れず、
落ち着いて行動するよう心がけています。子どもたちに「先生
がいたら安心できる」
と思ってもらえる保育士になりたいです。

https://
hanahoiku.recruit.salon/

はな保育の理念は、

自分らしく
生きる。

はな保育の

保育目標

自分を大好きな子
すべての命を大切にできる子
「ありがとう」の気持ちを大切にできる子
自分で考え、自分で行動できる子

はな保育の

保育方針
一人ひとりのこどもに丁寧に向き合い、
自分らしさを大切に育みます。
すべての活動の主体は「こども」になるよう
子ども自身の生きる力を育みます。
体験することを大切にし、
体験から得た知識を分かち合い、喜び合います。
思いきり遊び、たくさんのことを学ぶ子を育てます。
生活に必要なマナーを育みます。
保護者の子育てを応援します。

INTERVIEW
皆さんが保育士を目指した理由は何でしょうか？
子どもが好き、自分がお世話になった先生みたいになりたかったから、
子どもと一緒に楽しくお仕事したいから、
と理由は様々あるかと思います。
でも、夢を叶えて保育士になったのに、行事や書類作成、制作準備に追われて毎日が必死。

こんなはずじゃなかった、
と悩んでいる保育士さんが多いのも現実です。

これから保育士を目指すみなさんで夢を現実にしましょう！きっと夢は希望になってい
きます。できるのですよ。保育士に必要なのは子どもを愛すること、子どもと一緒にたく
さんの体験をして、一緒に笑ったり悔しがったりしてあげることです。
子どもはありのままが1番素敵なのです。行事は子どもと作り上げればいい、
制作の準備なんかしなくても自由な表現はできる、
今までの当たり前を変えていったら、
きっとステキな楽しい毎日が送れるはず。
「子どもとの時間を大切に過ごす」、が1番大事なのです。

取締役 保育事業部長
はな保育園 せきとり園長

滝口 菜穂子

R E CR UI T
雇用形態

4月｜入園・進級式
咲き誇る桜と共に迎える、入
園・進級式。新しい生活のはじ
まりです！

4

April

5

7月｜七夕まつり

給与

子 どもたち が 一 生 懸 命
作った、個性豊かな七夕
飾りが園内を彩ります。

勤務時間
休日
待遇
福利厚生

※名古屋市規定に準じる ※経験等確認後、簡易査定を行います。
※昇給、賞与有り

7

10月｜ハロウィン

8

芸術の秋にぴったり！手作
りの衣装に身を包んだ、か
わいらしい姿です。

July

August

9

● 給与例

25歳（専門学校卒、保育歴4年目）

インターン
実施中

時給も
でるよ！

はな保育を体験しよう！

お電話（0120-925-683）
にて
お問い合わせください。
7：00〜19：30 シフト制 実働8時間
※勤務施設により開所閉所時間が違うため、多少の前後がございます。

日祝 週休2日制 年間休日123日以上
※土曜日勤務の場合は平日が休みとなります。

・昇給、賞与あり
・各種保険完備
・産休育休実績あり
・交通費規定支給 ※駐車場代補助あり（規定による）
・給食あり ※給食費控除
・社員寮あり：現在6部屋（入居に規定あり）
※今後もっと増える予定なので一人暮らしをお考えであればご相談ください。

→【月額】214,245円 【年収】約350万円
29歳（短大卒、保育歴9年目）

勤務地

→【月額】236,325円 【年収】約380万円

小規模保育所19施設、認可保育園(定員60 75名)
6施設が対象となります。
転居を伴う異動等はございません。
※開園予定含む

よくある質 問 Q & A

September

10
October

Q

配属先はどうやって決まるの？

Q

書類は多い？書き物は多い？

11

A

住所など考慮し、その方の適性、配属先
園の体制などから最終的に会社で決定
しています。入寮を希望している方以外
に、配属先の関係で引越しをお願いする
ことはありません。ご自宅から通えます
ので安心してください。

A

子どもの成長記録や保育計画等の書類はどこの園でもあるように、はな保
育でもあります。
「ただ、書くだけ」
で保育士さんの仕事増、負担増になる書
類にはしたくないので、保育士さんが負担にならず書きやすい書式、一人
ひとりの子どもたちの様子がわかりやすい書式にしています。
「見たまま、感
じたままを書く＝伝わる書類」
なのだと考えています。
また、保護者の方との
連絡帳はICTを活用しています。

Q

残業・持ち帰りゼロ？
書類や行事準備の時間は？

Q

休みは取りやすい？

Q

人間関係はどうですか？

A

はな保育は残業・持ち帰りを認めていま
せん。勤務時間内に順番に事務時間を
取れるように配慮しています。
できるかぎ
りその時間内で書類や行事準備、手作り
玩具制作など行っています。

A

はな保育はワークライフバランスを大切
にしています。年間休日123日、
さらに有
給消化率も年々上がっています。
また有
給休暇のほかにバースデー休暇もあり
ます。保育士も比較的ゆとりを持って在
籍しているため「休めない」
「 休 みにく
い」
という声はありません。

A

実際の園を見ていただくのが一番かと
思いますのでぜひ会社説明会にご参加
ください。
ご都合が悪ければ別途見学日
程を調整させていただきます。
また入社
後には職員アンケートや園長、人事担当
者との面談もありますので活用いただ
ければと思います。

November

サンタクロースがきてくれる
…!?子どもたちにとって、特別
な一日です。

【小規模保育施設】
月額202,000円〜
内訳:基本給192,000円
業務手当10,000円
※昇給、賞与有り

June

12月｜クリスマス会

応募

正社員

【名古屋市認可保育園】
月額181,700円〜462,875円

6

みんな大好きなプール！健や
かな心と体を育む大切な活動
のひとつです。

募集要項

※試用期間中は月額186,000円〜
内訳:基本給176,000円 業務手当10,000円

May

8月｜プール

新卒採用実績
16 名（2022年現在）

12

2月｜節分

December

1

January

怖 い 鬼 が 来ちゃっても大 丈
夫。みんなで力を合わ せて、
豆まきしよう！

2

February

3

March

リトミック・体操教室・英語教室・ダンス
はな保育では、保育士さんには「子どもとじっくり、ゆっくり向き合う時間を」子どもたちには「本物の体験を」
大切にしています。なので、
リトミックなど専門的なものは専任の講師が各園を回っています。保育士が教えるの
ではなく、保育士は「体験している子ども」をしっかり観て、共感して、保育に活かしてもらいたいと考えています。

あなたの得意なこと、保育の世界で活かしてみませんか！
リトミック、体操、英語、ダンスが得意な方・子どもが好きな方、大募集です！
上記以外にも絵画、工作、プログラミングなど「子どもに楽しみながら伝えたい！」
と思われる方、
ご応募お待ちしています。

INTERVIEW
子どもたちはもちろん、同僚のことも、
自分のことも。

すべてを大切にしながら、
この場所で自分らしい保育を。
取締役 人事担当

すべての保育士が穏やかな心で子どもたちと関わっていけるよう、各施設に余裕のある
人員を配置し、残業&持ち帰り仕事ゼロ、休憩時間や休暇の確保に取り組み、職員の声を
定期的に集めながら職場環境改善に努めています。子どもとじっくり関わる丁寧な保育

はな保育室 にしはる駅前園長

新美 隆史

をしたい人、同僚のことも大切にしたい人、自分の時間もしっかり確保したい人に、はな
保育で自分らしい保育士人生を送ってほしいと思っています。保育士になってよかった！
と感じてもらえるように、私たちが全力でサポートします。時給制のインターン制度も整っ
ていますので、ぜひ一度、はな保育での仕事を体験してみてください。

保育支援G 人事担当

田中 早紀

園

舎

紹

介

NU RSERY CENT ER
I NTROD UC T IO N

名古 屋
NAGOYA

9

園舎
紹介

25

おおすかんのん前

しらかわこうえん前

052-265-5771

名古屋市中区大須2-26-38 吉田ビル1F
対象｜0歳（産明け）〜2歳 保育時間｜7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

052-253-6320 名古屋市中区大須一丁目7番14号パークIMビル1F
対象｜0歳（産明け）〜2歳 保育時間｜7:30〜18:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

こがね

ひろじほんまち

052-398-5303

名古屋市中川区五月通2-35 アイチビル1F
対象｜0歳（産明け）〜2歳 保育時間｜7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

052-893-9971

名古屋市昭和区広路本町5丁目3-1
対象｜0歳（産明け）〜5歳 保育時間｜7：30〜19：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／１歳児：12名／２歳児：12名／3歳児：10名
4歳児：10名／5歳児10名／合計60名

せんのんじ

せきとり

認可保育園

認可保育園

認可保育園

052-485-5927

名古屋市中川区吉津4丁目2109-1
対象｜0歳（産明け）〜5歳 保育時間｜7：30〜19：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：12名／2歳児：12名／3歳児：10名
4歳児：10名／5歳児：10名／合計60名

名古屋市瑞穂区関取町135番
対象｜0歳（産明け）〜５歳 保育時間｜7:30〜19:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：12名／2歳児：12名／3歳児：10名
4歳児：10名／5歳児10名／合計60名

あらこ

じょうしん駅前

認可保育園

052-746-7260

名古屋市中川区荒子2丁目176番
対象｜0歳（産明け）〜5歳 保育時間｜7：30〜19:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：12名／2歳児：12名／3歳児：15名
4歳児：15名／5歳児：15名／合計75名

ほりた通（仮称） 認可保育園

052-746-1557

認可保育園

052-521-2050

名古屋市西区城西四丁目18-13番
対象｜0歳（6ヶ月）〜５歳 保育時間｜7:30〜19:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：12名／2歳児：12名／3歳児：15名
4歳児：15名／5歳児15名／合計75名

令和5年4月開園予定

名古屋市瑞穂区堀田通七丁目15番
対象｜0歳〜５歳 保育時間｜7:30〜19:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：12名／2歳児：12名／3歳児：15名
4歳児：15名／5歳児15名／合計75名
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いちのみや駅前

いちのみや駅西

0586-85-9510

0586-44-1101

一宮市本町4丁目1番地5一宮東ビル1F
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

会社概要

一宮市平和2丁目13-4
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7:30〜18:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

社

名

株式会社はな保育

社

〒460-0002
名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル8F

話

0120-925-683

いまいせ

いまいせきた

本

0586-48-5180

一宮市今伊勢町本神戸字前畑4
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

0586-82-0330 一宮市今伊勢町新神戸字九反野49番3
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

電

いちのみやみなみ

はないけ

代 表 者

加藤 義人

0586-85-5544

一宮市森本4丁目6-21 コーポ森田Ⅱ1F
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7:30〜18:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

0586-47-2200

設

2012年7月11日

にしはる駅前

とくしげ駅前

0568-39-6800

北名古屋市鹿田3534-2
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜19：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

0568-65-7160

北名古屋市徳重小崎33-1
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜19：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

はなみずき通

としょかん通

0561-61-6211

長久手市五合池1408 ボールパーク2F
対象｜0歳（産明け）〜2歳 保育時間｜平日7：30 18：30／土曜日7:30 18:00
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

0561-56-7750 長久手市桜作708
対象｜0歳（産明け）〜2歳 保育時間｜平日7：30 18：30／土曜日7：30 18：00
園児定員｜0歳児：3名／1歳児：8名／2歳児：8名／合計19名

たかよこすか

かぎや

0562-57-5330

東海市高横須賀町五丁目122番地ウィル・M1F
対象｜0歳（3ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜19：00（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

0562-38-7705 東海市加木屋町寺ノ前37-1
対象｜0歳（3ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜19：00（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

うぬま駅前

ほづみ

058-260-8282

058-216-6533

岐阜県各務原市鵜沼東町6-87-3
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜月〜金7：30〜19：00
土7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

一宮市花池2丁目６番７
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7：30〜18：30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

岐阜県瑞穂市別府７５２−１
対象｜0歳（8ヶ月）〜2歳 保育時間｜月〜金7：30〜19：30
土8：00〜17：00（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

0562-85-7710

大府市東新町三丁目57番地
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜平日7:00 19:00／土曜日7:00 17:00
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

はな保育の公式 HP では
ブログなどで最新情報を
随時更新中！

くわな駅前
0594-41-3010

各園の日々の様子が
見られる

資 本 金

1,000万円

保育所数

38施設（うち受託施設13）※令和5年開園含む

事業内容

保育士・幼稚園教諭・保育園看護師の人材紹介 23-ユ-301286
保育事業、受託保育事業、児童発達支援事業
https://hanahoiku.com

TOP MESSAGE
代表者挨拶

きょうわ駅前

桑名市新矢田二丁目7番地1 第2コアビル1F
対象｜0歳（6ヶ月）〜2歳 保育時間｜7:30〜18:30（日祝・年末年始除く）
園児定員｜0歳児：6名／1歳児：6名／2歳児：7名／合計19名

立

はな保育で
大切にしていること

“すくすく日記” “保育のタネ”

江南市立古知野西保育園で
働いていただける
保育士さんも募集中！！
※令和5年4月からの
指定管理者となりました。

子どもと保護者を大切にする保育士を
私たち会社は大切にしていきたい。
「私たちの保育士は、社会から頼られる存在でいてほしい」
と考えています。
けれどもその考えを保育士だけに押し付けてはいけないとも思っています。
そうなれるよう、
会社が環境を整えることや無理をさせない体制づくりを継続的に行うことが
大切になっていきます。子ども・保護者を大切にしてほしいと保育士へお願いするのだから、
会社も保育士を大切にしなければいけない。
時間内に研修を行ったり、
プライベートを大切にしてもらったり、
「保育」
を職業として捉えて、
しっかりと処遇を行っていきます。
安心する職場環境を整備することで、心に余裕を持って子どもたちに接することができ、
職業に充実感を感じられるようになっていただきたいと思っています。
そのためにも研修を充実させ、勤務をしながらレベルアップをしてもらい、
柔軟に変化に対応できる人材を育成していきます。
保育士として社会から求められている使命感、
保育士として会社から守られている安心感の中で、
子どもと向き合ってもらいたいと考えています。
私たちの会社が、人として、
保育士として、成長できる場所であるように。
また、
ここで学び、
さらなる飛躍・キャリアアップができるよう応援をしていきたいです。

代表取締役

加藤 義人

