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ハウス
クリーニング

内装
塗装 消防設備

〒892-0871 鹿児島市吉野町3073-73　TEL：099-800-1498　FAX：099-800-2496 
☎0800-888-0119

マイタウンガイドを見て
お見積りさせて

頂いた方全員に

QUOカード
500円分を

プレゼント‼

今
な
ら

仕上がりに
自信あり‼
仕上がりに
自信あり‼

塗装が必要な時期はいつ？

プロの目で劣化をしっかりチェックします
外壁無料診断実施中！

コーキングの
劣化

チョーキング
現象 ひび割れ コケ・変色コーキングの

劣化
チョーキング

現象 ひび割れ コケ・変色



ハウス
クリーニング

内装
塗装 消防設備

〒892-0871 鹿児島市吉野町3073-73　TEL：099-800-1498　FAX：099-800-2496 
☎0800-888-0119

ホームページは
こちらから↓↓

エアコンクリーニング・ハウスクリーニング
消防設備・リフォームの事ならお任せ下さい！
エアコンクリーニング・ハウスクリーニング
消防設備・リフォームの事ならお任せ下さい！
エアコンクリーニング・ハウスクリーニング
消防設備・リフォームの事ならお任せ下さい！

サービ
ス実績

サービ
ス実績

件以上件以上

お客様専用フリーダイヤル

㈱鹿児島総合メンテナンス㈱鹿児島総合メンテナンス

塗装が必要な時期はいつ？



ハウス
クリーニング

内装
塗装 消防設備



ハウス
クリーニング

内装
塗装 消防設備



病院・福祉施設
介護・歯科
病院・福祉施設
介護・歯科
病院・福祉施設
介護・歯科

社会福祉法人 青鳥会
TEL.099-295-3017 　FAX.099-295-3018

〒892-0871 鹿児島市吉野町10791番地18

TEL.099-295-0371
FAX.099-295-0372
鹿児島市吉野町11164

児童発達支援サービスは、育ちが気になる就学前のお子さんが、
日常生活における基本動作や知識技術を身につけ、できることを
増やしながら、集団生活に適応するように支援します。

児童発達支援サービス　ほほえみっこ

TEL.099-243-0141
FAX.099-243-5198
鹿児島市吉野町11165-1

【社会福祉法人　青鳥会】
吉野学園・愛光園・吉田愛青園・あおいとり・ほほえみ・パピー保育園

生活支援員 保育士 看護師 言語聴覚士 理学療法士 作業療法士
※全職員へ3分程度860コンテンツのインターネット動画で学べる
　障がい福祉専用eラーニングや社内研修等も実施しています。
※働きながら介護福祉士資格取得可能です。(法人内で、介護福祉士実務者研修実施中)

給与:基本給 159,500円～（高卒～）中途採用の場合、職歴換算有り +特例手当10,000円　各種手当: 住宅手当　上限20,000円
扶養手当  配偶者13,500円・子２人まで6,000円・３人目からは5,000円　ひとり親の場合そのうち１人について11,000円
子育て応援手当 ０歳～１４歳　3,000円／人　ひとり親の場合は5,000円／人 子ども進学等応援手当　１５歳～２２歳　6,000円／人

資格手当
30,000円/正看護師・理学療法士　20,000円/准看護師・作業療法士・言語聴覚士　3,000円/介護福祉士・保育士等

8,000円／回 夜勤手当（生活支援員のみ月4～5回）1,000円／日　オンコール手当（看護職のみ）　その他　年末年始手当・災害時宿泊手当等あり

休日:年１１４日（月９～１０日）+バースデー休暇　有給休暇については、法定通り(時間単位の取得可)
退職金:県社協・福祉医療機構の２本立

賞与:   ４.２ケ月分(昨年度実績）        　昇給:　年1回　2,500円～5,000円

勤務時間:勤務事業所による(お問合せください)

　※子育て世代やひとり親家庭に手厚い手当になっています

正職
員正職
員

正職
員

準職員準職員準職員
未経験の方でも
正職員採用可
(生活支援員)　

未経験の方でも
正職員採用可
(生活支援員)　

職　種

発達や育ちが気になる就学児童に対し、個別・集団
での療育や活動を提供します。自宅・学校以外で
安心して楽しくいろいろな経験ができる場所です。

放課後等デイサービス　なのはな
放課後等デイサービス　ぱぷりか



病院・福祉施設
介護・歯科
病院・福祉施設
介護・歯科
病院・福祉施設
介護・歯科



病院・療養所

森口病院 243-6700 下田1763

吉田温泉病院 294-2161 本名470

折田胃腸科・外科 243-6941 吉野9066-2

福祉生活協同組合むぎのめ・ひとむぎ診療所 210-7260 吉野1-40-26

吉野生協クリニック 244-2871 吉野2381-52

アレルギー科

吉耳鼻咽喉科アレルギー科 295-7123 川上2571-1

胃腸消化器内科・同外科

上山クリニック 244-3000 吉野719-1

折田胃腸科・外科 243-6941 吉野9066-2

吉野生協クリニック 244-2871 吉野2381-52

上別府内科消化器科 244-7878 吉野2723-3

かわもと記念クリニック 243-5500 吉野5397-3

新牧医院 243-0178 吉野3073-147

宮田内科消化器科 244-6446 吉野1-9-12

明輝会クリニック 244-1500 川上2750-18

よしの脳神経外科・消化器外科 298-9751 吉野2-13-16

四枝内科 243-5511 吉野2448-1

眼科

あいクリニック帯迫眼科 248-7070 吉野3322-10

さくら眼科 295-5911 吉野2-6-10

吉野眼科クリニック 244-5311 吉野1773-7

外科

うえはらクリニック 294-2102 本名1071-1

折田胃腸科・外科 243-6941 吉野9066-2

かわもと記念クリニック 243-5500 吉野5397-3

下川クリニック 244-1200 吉野2288-2

呼吸器内科

下川クリニック 244-1200 吉野2288-2

産婦人科

おおにし産婦人科 246-3210 川上2805-1

耳鼻咽喉科

たにもと耳鼻咽喉科・外科クリニック 201-5537 吉野3908-41

吉耳鼻咽喉科アレルギー科 295-7123 川上2571-1

循環器内科・同外科

くぼた内科クリニック 246-3700 吉野5373-18

下川クリニック 244-1200 吉野町2288-2

四枝内科 243-5511 吉野2448-1

小児科

池田クリニック 243-8181 吉野2-26-13

いぢちこどもクリニック 246-3400 吉野1-43-14

吉野生協クリニック 244-2871 吉野2381-52

整形外科

梅津整形外科 244-6300 吉野2-14-15

かばやま整形外科 243-2572 吉野2286

かわもと記念クリニック 243-5500 吉野5397-3

整形外科吉野台クリニック 243-5550 吉野1486-1

松元整形外科 243-9995 吉野1-5-12

精神科

花倉病院 243-5111 吉野6-37-1

森口病院 243-6700 下田1763

横山記念病院 244-0555 吉野4826-1

吉野病院 243-0048 吉野3095

内科

池田クリニック 243-8181 吉野2-26-13

上山クリニック 244-3000 吉野719-1

吉野生協クリニック 244-2871 吉野2381-52

上別府内科消化器科 244-7878 吉野2723-3

かわもと記念クリニック 243-5500 吉野5397-3

久保クリニック 243-2500 吉野3255-12

くぼた内科クリニック 246-3700 吉野5373-18

花倉病院 243-5111 吉野5147

新牧医院 243-0178 吉野3073-147

三船病院 247-3016 吉野10004

宮田内科消化器科 244-6446 吉野1-9-12

明輝会クリニック 244-1500 川上2750-18

盛満医院 243-0581 川上3444-1

吉野東ホームクリニック 295-0555 吉野5208-1

四枝内科 243-5511 吉野2448-1

脳神経外科

よしの脳神経外科・消化器外科 298-9751 吉野2-13-16

泌尿器科

たけクリニック 295-8666 川上2573-11

皮膚科

下川クリニック 244-1200 吉野2288-2

婦人科

おおにし産婦人科 246-3210 川上2805-1

放射線科

新牧医院 243-0178 吉野3073-147

明輝会クリニック 244-1500 川上2750-18

リハビリテーション科

上山クリニック 244-3000 吉野719-1

かわもと記念クリニック 243-5500 吉野5397-3

歯科

有馬歯科医院 244-6800 川上2721-58

奥田歯科 244-2345 吉野5590-6

小田原歯科 244-3718 吉野3355-58

下大田歯科 244-7701 吉野3216-45

雀ケ宮おばた歯科 243-9675 吉野1259-1

ちらん歯科クリニック 244-8211 吉野3669-8

つかさ歯科医院 243-2421 吉野2928-3

西園歯科医院 295-2400 西佐多163-1

ひらはら歯科医院 246-3501 吉野2571-1

増山歯科医院 244-8600 吉野3239-27

みずえだに歯科 244-8210 吉野3925-3

みつどめ歯科 294-1188 本城1875-1

南谷歯科医院 244-5060 大明丘2-18-1

宮ノ下歯科クリニック 244-6000 吉野3095-139

よしどめ歯科 243-0355 大明丘3-9-8

吉野中央歯科クリニック 201-5453 吉野1773-7

よしむら歯科・小児歯科医院 248-8563 吉野3573-35

吉元睦男歯科医院 244-1601 吉野3073-140

わかば歯科 243-4300 吉野2-17-3

吉野・吉田エリア







コープ吉野店Aコープ吉田店

ファミリーマート吉田宮之浦店

セブン・イレブン吉野帯迫中央店

セブン・イレブン川上店

セブン・イレブン吉野柿之迫店

山形屋ストア大明ケ丘店ニシムタ吉野店

ローソン吉野花棚店

かわもと記念クリニックおおにし産婦人科

くぼた内科クリニック ちらん歯科クリニック

吉野学園 愛光園

吉田愛青園 あおいとり ほほえみ

宮田内科消化器科みずえだに歯科



N吉野
エリア

吉野公園

吉野東小吉野東小

吉野温泉吉野温泉

川上小川上小

ニシムタニシムタ

スシロースシロー
タイヨータイヨー

大明丘小大明丘小

吉野東中吉野東中

川上幼稚園川上幼稚園

どんぐり幼稚園どんぐり幼稚園

あすなろ保育園あすなろ保育園

城ケ丘保育園城ケ丘保育園

滝の神保育園滝の神保育園

鹿児島なかよし保育園鹿児島なかよし保育園

きのみ保育園きのみ保育園

パピー保育園パピー保育園

ちはなこども園ちはなこども園

オアシス吉野保育園オアシス吉野保育園

はるか保育園はるか保育園

保育園うさぎ保育園うさぎ

ぽぴあこども保育園ぽぴあこども保育園

吉野けだな保育園吉野けだな保育園

吉野幼稚園吉野幼稚園

吉野支所吉野支所

らしさ保育園よしのらしさ保育園よしの

ルピナス保育園ルピナス保育園

吉野中吉野中吉野中

錦ヶ丘幼稚園錦ヶ丘幼稚園
錦ヶ丘保育園錦ヶ丘保育園

こばとゆなの木こども園こばとゆなの木こども園

吉野保育園吉野保育園
白菊保育園よしの杜白菊保育園よしの杜

南国カンツリークラブ南国カンツリークラブ

寺山ふれあい公園

吉野小吉野小

㈱鹿児島総合メンテナンス㈱鹿児島総合メンテナンス

吉野学園 愛光園

あおいとり
青鳥会法人事務局

ほほえみ
吉野学園 愛光園

あおいとり
青鳥会法人事務局

ほほえみ

㈲立川電機㈲立川電機



N 吉田
エリア

薩摩吉田 IC

吉田文化
体育センター
吉田文化

体育センター

E3

E3

E3

E3

島津ゴルフ倶楽部島津ゴルフ倶楽部

吉田支所吉田支所

吉田南中吉田南中

本城小本城小

宮小宮小

吉田北中吉田北中

AコープA コープ

タイヨータイヨー

吉田南幼稚園吉田南幼稚園

よしだルンビニー幼稚園よしだルンビニー幼稚園
吉田小吉田小

宮之浦保育所宮之浦保育所

吉田保育園吉田保育園

本名保育所本名保育所

本名小本名小

牟礼岡小牟礼岡小

むれが岡保育所むれが岡保育所

ゴールデンパーム
カントリークラブ
ゴールデンパーム
カントリークラブ

吉田愛青園吉田愛青園



人気の求人はすぐに決まるので、ご連絡はお早めに！

ホームページは
こちらから↓↓

〒892-0871　鹿児島市吉野町3073-73　FAX：099-800-2496 
☎099-800-1498求人に関する

お問い合わせ

未経験者OK
経験者大歓迎！

やる気のある方、手に職の時代です！
私たちと一緒に頑張ろう‼

協力業者様も
募集中です！
協力業者様も
募集中です！



人気の求人はすぐに決まるので、ご連絡はお早めに！

〒892-0871 鹿児島市吉野町10791番地18

社会福祉法人 青鳥会
TEL.099-295-3017 　FAX.099-295-3018

〒892-0871 鹿児島市吉野町10791番地18

【社会福祉法人　青鳥会】
吉野学園・愛光園・吉田愛青園・あおいとり・ほほえみ・パピー保育園

※全職員へ3分程度860コンテンツのインターネット動画で学べる
　障がい福祉専用eラーニングや社内研修等も実施しています。
※働きながら介護福祉士資格取得可能です。(法人内で、介護福祉士実務者研修実施中)

正職
員正職
員

正職
員

準職員準職員準職員
未経験の方でも
正職員採用可
(生活支援員)　

未経験の方でも
正職員採用可
(生活支援員)　

職　種 生活支援員 保育士 看護師 言語聴覚士 理学療法士 作業療法士

給与:基本給 159,500円～（高卒～）中途採用の場合、職歴換算有り +特例手当10,000円　各種手当: 住宅手当　上限20,000円
扶養手当  配偶者13,500円・子２人まで6,000円・３人目からは5,000円　ひとり親の場合そのうち１人について11,000円
子育て応援手当 ０歳～１４歳　3,000円／人　ひとり親の場合は5,000円／人 子ども進学等応援手当　１５歳～２２歳　6,000円／人

資格手当
30,000円/正看護師・理学療法士　20,000円/准看護師・作業療法士・言語聴覚士　3,000円/介護福祉士・保育士等

8,000円／回 夜勤手当（生活支援員のみ月4～5回）1,000円／日　オンコール手当（看護職のみ）　その他　年末年始手当・災害時宿泊手当等あり

休日:年１１４日（月９～１０日）+バースデー休暇　有給休暇については、法定通り(時間単位の取得可)
退職金:県社協・福祉医療機構の２本立

賞与:   ４.２ケ月分(昨年度実績）        　昇給:　年1回　2,500円～5,000円

勤務時間:勤務事業所による(お問合せください)

　※子育て世代やひとり親家庭に手厚い手当になっています

事業所名 ㈱宮生企画
TEL 099-219-7717 鹿児島市易居町 2-5

リード inAIS ビル 5-A

駐車場整理員（吉野・大竜・伊敷）
給与：時給 850 円～ 1,000 円
資格：吉野町勤務の方で「交通誘導 2級免許」
　　　　所持者は、1回 500 円の手当が付きます。
時間：10:00 ～ 15:00 の内 2～ 4時間、17:00 ～ 21:00
年齢：18 歳～ 75 歳まで（未経験者歓迎）



社会福祉法人 青鳥会
TEL.099-295-3017 　FAX.099-295-3018

〒892-0871 鹿児島市吉野町10791番地18

正職員

準職員
職員募集中！職員募集中！職員募集中！

【社会福祉法人　青鳥会】吉野学園・愛光園・吉田愛青園・あおいとり・ほほえみ・パピー保育園・法人事務局

未経験の方でも
正職員採用可
(生活支援員)　

未経験の方でも
正職員採用可
(生活支援員)　

求人の詳しい内容は中のページをご覧ください。

ホームページは
こちらから↓↓

私が代表の
城脇です！

〒892-0871 
鹿児島市吉野町3073-73
TEL：099-800-1498
FAX：099-800-2496 ☎0800-888-0119
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件以上件以上

お見積りさせて

頂いた方全 員に

素敵なプレゼント‼

今
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ら

詳しくは
冊子の中の
ページを
ご覧下さい
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お客様専用
フリーダイヤル

私たち
がつくる

　続可能な世界

持続可能な世界を創るために

　　　　　　　一歩を踏み出そう！


