
募集条件や要項の詳細は裏面をご覧ください

オープニングスタッフを探しています。これまで介護業界で 理想と現実のギャップや、
人間関係に悩み苦しんできた人。小さい施設だからこそ実現できる理想のグループホー
ムを一緒に追求してみませんか？　未経験者でもお年寄りが大好きな方なら大歓迎です。

スタッフがギスギスしていない会社が一番です。
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※入社は３月からになります

熊本駅から南に１km（車で５分）ケーキの不二家さんの裏手に現在建設中です。2019 年２月完成予定

クオンという名前は漢字で書くと“久遠”で、コトが永遠に続きますようにという意味。
花もめんのスタッフみんなで決めました。

介護業界・グループホームの未経験者も募集します（経験者が優遇されるという
訳ではなく、未経験者も歓迎します。詳しくは中面をお読みください。）
※こんな仕事を探している方や、転職を考えている知人・友人がいたらこのチラシをお渡しください。

● 看護師×2名
● 介護福祉士×4名
● 介護業界経験者
● グループホーム経験者
● 未経験者

オープニングスタッフとしてオープニングスタッフとして

車での通勤歓迎
（駐車場完備）

電車でも通いやすいので
車に乗らない方も
安心して通勤できます

　グループホーム“クオン”のオープンは、約20年この業界で仕
事をしてきた私にとって一つの念願でした。介護の仕事としてグルー
プホームは理想の業態だと思えるからです。この立ち上げは私にとっ
ても、大きなチャレンジになります。
　話は変わりますが、最近の世の中では人材不足が叫ばれ、特に
熊本は……さらにこの業界は特に人材が不足しているようなのです。
しかし、働く人からすると、今の会社がベストチョイスと自覚して仕
事が出来ているかといえば、そんな人ばかりではありません。むし
ろ、そう思えている人は少ないのが現実なのではないのでしょうか。
　恥ずかしい話ですが、私もこの会社を立ち上げる前は、転職を繰
り返していました。自分としては想いを持って一生懸命やっていた
つもりなのですが、先輩や同僚にいじめられることが多かったので
す。未熟で課題多き人材だったのだと今になってみると反省するの
ですが、当時は本当に苦しかった。
　だから、会社を創業する際には、働くスタッフが人間関係で思い

介護の世界に入るために一から基
礎を学ぼうと学校に入学しました。
同級生のほとんどが自分の半分く
らいの年齢の若者ばかりで環境が

一変したことを思い出します。
今になって久しぶりに同級生に会い、頑張っている様
子を見ると、励みにもなり自分ももう一丁頑張って行こ
うと気合いが入ります。
クオンがオープンしたら「手の温もりが伝わるような
支援」を追求していきたいと思っています。

悩み、苦しむことが無い場所をつくっていきたいと思ってました。
スタッフがギスギスしていない会社が一番です。もちろん、プロ意識
に欠ける、仲良しこよしの集団では話になりませんが、介護の仕事
に誇りを持ち、資格が有る人が偉いとかすごくて、資格が無い人は
ダメというような差別がなく、各スタッフの役割を自覚して、その役
割を主体的にまっとうし、お客様となる認知症の方が気分良く過ご
せる場所を創っていくことのできる人。そんな人たちと仕事がしてい
きたいなと思っています。
　ぜひ、転職や再就職をお考えの方で、この話にピ
ンと来る方は、ぜひ今回オープンする“クオン”で
働くことを検討してみてください。

田邉 由子有限会社花もめん 代表取締役 Yoshiko Tanabe
平成16年に（有）花もめん創業。両方漢字にすると“花木綿”と固い感
じになるから“もめん”を平仮名で社名にしました。たまに一杯飲み屋と言
われることもありますが（笑）、多くの方に覚えてもらえるので私はとても気
に入ってます。

※クオンへの入居をご検討されている方もお気軽にお問い合わせくださ
い。096-355-2858 担当：小島・工藤まで

介護支援専門員
管理者 

小島 信也

この度、新たなグループホームの
立ち上げの機会を頂きました。
これまでの経験を通し、お客様が
生涯ご自分の居場所で穏やかに過

ごし「ここが我が家」と言って頂けるような場所を提供
していきたいと思います。ですので、働くスタッフが
笑顔で穏やかな気持ちで仕事を続けられるようにサ
ポートしていきたいと思います。
理想と現実はかけ離れているかもしれませんが、少し
でも理想に近づけるように皆さんと一緒に頑張りたいと
考えています。

主任介護支援専門員
計画作成担当者 

工藤 美恵子

❶ TELで応募（平日９時～ 17 時）

https://tinyurl.com/ybfhhlbv から
『採用応募フォーム』のページへ。
フォームに「お名前」「メールアドレ
ス」「電話番号」などを入力し送信く
ださい。こちらから折り返し（24時
間以内。土日祝は休み明けに）連絡
いたします。

面接のエントリー方法

詳しくは裏面をご覧ください

096-355-2858
担当：小島・工藤宛に「面接希望」の旨をお伝えください

❷ ネットで応募

熊本駅
近くに！グループホーム を

オープンします

約15名募集約15名募集
【入所定員】
　２ユニット
　18名
【所在地】
　熊本市西区
　二本木 5丁目

スタッフが穏やかな気持ちで
仕事を続けられる
クオンを目指します

いま一度、
福祉の集大成として
働いてみようと思っています
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募集要項
●採用企業
有限会社 花もめん
●雇用形態
正社員・パート
※試用期間あり（６ヶ月）
●勤務予定地
グループホーム クオン
熊本市西区二本木5丁目
●募集職種
① 介護職
② 介護福祉士
③ 正看護師・准看護師
④ 未経験者
●給与
①② 固定給153,000円～193,000円
③ 170,000円～230,000円

④ 固定給135,000円～153,000円
パート：介護職 900円・正看護師 1,200円・准看護師 
1,100円・介護福祉士 1,100円（いずれも時給）
●諸手当
通勤費 最大10,000円
介護福祉士手当 5,000円
看護師手当20,000円
准看護師手当10,000円
夜勤手当5,500円
●休日休暇（但しシフト制）
週休2日制（年間休日数105日 / 2018年度実績）
育児休暇
有給休暇：正社員（6ヶ月経過後10日）・パート有給
あり
●勤務時間
7：00～16：00／8：30～17：30／
11：00～20：00／16:30～9:30

●賞与あり
●保険
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険完備
●研修
専門職のためのスキルアップ研修を随時おこ
なっています
●その他
マイカー通勤可（無料職員駐車場あり）
再雇用･勤務延長あり
資格取得支援あり※働きながら資格取得も可能

●交通アクセス
熊本駅より徒歩でも14分
熊本市電 田崎橋電停より徒歩8分
産交バス 古町バス停より徒歩3分

有限会社 花もめん
面接のご希望やお問い合わせTEL 096-355-2858（平日 9時～ 17時）担当：小島・工藤

〒860-0068　熊本市西区上代 1丁目 2-20
TEL.096-355-2858　FAX.096-355-2861

http://www.hanamomen.net
花もめん　熊本

「上の募集要項だけでは良く分からない……」少しでもそんな不安を解消するために、ここでは面接の際によく頂く
質問や、花もめんから事前にお伝えしておきたいことを載せておきます。

その他、ご質問などありましたら、気軽にお問い合わせください。

花もめんグループ紹介

※「あん堵」「りんどう」のスタッフも
募集中です。お問い合わせは TEL 
096-355-2858 担当：田邉まで気
軽にお問い合わせください。

よその施設では対応できないといわれる
方も利用されているので仕事は大変なこと
もありますが、とても働きやすい会社です。
スタッフのチームワークがいいし、若いス
タッフもやる気あるちょっと打たれてもへこ
たれないような人が働いています。
（スタッフ土森）

ここで８年働いています。家から近いとい
うことで働き始めましたが、スタッフとも利
用者さんとも人間関係も悪くないし、子供
が病気の時も他のスタッフがサポートして
くれるし、社長も育児と仕事の両立を理解
してくれていてとても働きやすいです。
（スタッフ加来）

面接から採用までの流れ
応募（エントリー）

面接の際にある と、“花もめん”
からの「よくある質問」 い想

（平日９時～ 17 時）担当：小島・
工藤宛に「面接希望」の旨をお伝
えください。

① 面接日時の決定
履歴書をご記入の上、お約束した日時に本社（熊本市西区上代１丁目2-20）まで訪問ください。

④ 再面談  いつから勤務を開始するかや、仕事内容、給与などを決定していきます。

⑤ 実働開始 !  クオンのオープニングスタッフとして活躍してください !!

③ １週間後に返答
採用の場合は電話連絡の上、次回面談の日程を決めさせていただきます。不採用の場合は郵送で
その旨をお伝えします。（その際、履歴書を返還いたします）

② 面接  約１時間程度の面接をおこないます。

https://tinyurl.com/ybfhhlbv から『採
用応募フォーム』のページへ。フォーム
に「お名前」「メールアドレス」「電話番
号」などを入力し送信ください。こちら
から折り返し（24時間以内。土日祝は休
み明けに）連絡いたします。

2018年12月現在 有限会社花もめん が運営している施設を紹介します。

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー）
ヘルパーステーション

認知症対応型デイサービス・有料老人ホーム
ホームホスピスあん堵
熊本市西区池上町 1139-4
TEL 096-288-2828

地域密着型通所介護
デイサービスりんどう
熊本市西区上高橋２丁目19-1
TEL 096-288-4082

今回、クオンもゼロから
スタートさせたいと
思っています。よっ
て、従来のやり方と
かルールが無いの
で、何年もやってい
る施設に入社するよ
りは、束縛されることが少なく、自由に仕事を進めていくこ
とが可能だと思います。しかし、自由と好き勝手は似て非
なるものですから、好き勝手できるという訳ではありません。
自由には責任が生じます。その辺りの空気が読めて理解で
きる方であれば、すごく良い機会になると思います。

オープニングスタッフとして
働くことのメリット

グループホームは認知症高齢者を対象として、地域密着型
介護サービスを提供する入居施設です。熊本市に住民票
がある方を対象とし、１ユニット当たりの入居者は最大９名
までと制限されていて、クオンは２ユニット（最大18名）と

なります。認知症高
齢者にとって快適な
環境を整えることを目
的とし、住み慣れた
環境で、なおかつ少
人数で家族のように
生活をしてもらうこと
を目指します。

グループホームって
どんな仕事をするのですか？

技術や経験も大切ですが、人間性が低
い人はクオンには必要ないと思っていま
す。例えばお年寄りや自分より知識経
験の無いスタッフを見下すような人はい
りません。技術は経験を積むことで手
にすることができます。しかし、人間性
は自分が改める気持ちがないといつま
で経っても直りません。そういう人と一
緒に仕事してまで組織を発展させ
ようという気もございません。人
間性が何よりも大事なのです。

専門性よりも人間性が
大切だと思っています

●お年寄りに対して、優しく接してくれる人
●お年寄りが好きな人
●働く時間を「価値ある充実したものにするためにはどうす
るか？」を考えられる人

●「私たちは高齢者や認知症の方の生活を支援するプロで
ある」という言葉を理解して働ける人

●主体性を持って仕事に臨む人

どんな人と働きたいか？

●登場しているスタッフは女性ばかりですが、男性スタッフ
も歓迎です。

●男女とも採用するにあたり年齢は問いません。
●「いつか一緒に仕事したいね」という良き理解者がいるけ
ど、いまだにその方と同じ会社で働けたことが無い人。
オープニングスタッフの募集を上手に利用してください。
一緒に面接に来て頂けると嬉しいです。

そのほか

●根性が悪い人　●嘘をつく人　●汚い、だらしない人（ク
ツ・服装・髪型・言葉遣いなど）　●部下や同僚をいじめ
る人　●「どうせやったってうまくいかない」など、チャレン
ジせず否定ばっかの人　●仕事に責任感がない人　●時間
にルーズな人

こういう人には来ないでもらいたい

●資格はあるけどキャリア（経験）は少ない（又は無い）
から二の足を踏んでいる人

●資格はあるけどリーダーになる自信がない人
●前に介護業界の仕事をやっていたんだけど、だいぶ年数
が空いたので再開するのに不安を感じている人

●熊本地震の後に介護の仕事から離れてしまったけど、だ
いぶ落ち着いて来たのでまた仕事を再開しようかなと
思っている人

●介護業界未経験だけど、このチラシ
を見て興味を持った…という人

●認知症に対する知識が無いけど、こ
こで働いてみたいかも…と感じた人

こんな方はためらわずに、
是非面接に来て欲しいと思っています

TEL 096-355-2858

❶ TELで応募
096-355-2858

❷ ネットで応募

（平日９時～17時）
担当：小島・工藤


