
GRACE CARE 
事業所を選ぶのではなく、 

     “ひと”を選びたい方に̶ 

お好きなヘルパーを指名できます 

  ￥1,050～／60分 

     

            

平成 22年度 独立行政法人福祉医療機構 助成事業 

三鷹市・まちづくり三鷹「コミュニティビジネス賞」受賞 

 

業界初！!

        ヘルパー歴 7年 

        丁寧・誠実がモットー 

どこにでもケアに行きます 

大連に留学経験があり、 

中国語会話ができます 

        趣味は園芸・ガーデニング 

        社会福祉士 中央大学中退 

生活支援員・施設長 16年 

        知的障がい者の援助のプロ 

        各種療法や就労支援も OK 

        読書・美術館めぐり・歴史

が好き。大型免許もあり 

 

        介護福祉士  

        鹿児島純心女子短大卒 

ヘルパー歴 16年 

技能に裏打ちされた安心感 

周りを明るく元気にします 

趣味はドライブと料理 

        ケアマネジャー 

介護福祉士・社会福祉士 

        現場 10年の後、講師 2年 

        柔らかい物腰で確実なケア 

        勉強熱心で、料理も得意 

        細密画を描くのが趣味です 

介護福祉士 

病院・施設・在宅で 14年 

介護予防運動指導員 

細やかな気遣いと包容力で 

行動障がいを感じさせない 

お酒がいける口です 

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!

指名料は通常価格の 

20％割増 
 



 

  

        介護福祉士・認知症ケア専門士 

豪州に留学後、現地で就労 

        英会話でき役員秘書も経験 

特養・有料老人ホーム 8年 

持ち前の行動力と責任感で 

奥深いニーズに応えます 

 

        介護福祉士 

        整理収納アドバイザー 

ヘルパー歴 11年 

        提供責任者を長く経験 

        掃除や片付けもプロです 

        元芸能事務所,イベント好き 

        針灸師 理工学部卒 

        認知症のケアを 3年 

身体の痛みも和らげつつ 

        マッサージやリハビリで 

        楽に動ける力を戻します 

        最近ジム通いを始めました 

        ホームヘルパー 佛教大学卒 

        認知症･精神障がいを援助 

区役所の相談窓口に勤務 

制度の活用から実働まで 

ヨガでボディの見直しも 

趣味はアロマセラピー 

 

 

        ホームヘルパー・ガイドヘルパー

経験３年 日本大学卒 

        明るい笑顔が自慢です！ 

ペットのお世話もお任せを 

趣味は陶芸・スノーボード 

MOUS取得,パソコン講師 

 

        介護福祉士 東北福祉大卒 

        生活支援員など 6年 

        俳優,バーテンダーなど兼務 

ケアに意欲的な 20代 

爽やかな関わりが持ち味 

特技はボールジャグリング 

GRACE CARE 

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!

        看護師・鍼灸マッサージ師 

精神科・老健看護職 18年 

        愉しい暮らしの支援に、 

地域活動にも積極的です。 

趣味は太極拳。呼吸から 

身体全体を見直します 

 

認定心理士 武蔵野大学卒 

介護職員基礎研修修了 

 デイケアでリハビリの他 

 ガイドヘルパーでも活躍 

 音楽会や美術館にお伴も 

 趣味は料理、温泉巡り 

!



ケアマネジャー・ヘルパー1級 

中堅の総合病院で介護主任 

療養病棟のキャリア 15年 

医療的ケアも相談可能、 

泊まりもお任せください 

雪国・新潟県の出身です 

 

GRACE CARE 

 

 

 

         

        ホームヘルパー 
認知症グループホーム ３年 

        鹿児島県・屋久島出身 

アパレルや化粧品業界経験 

肌のお手入れや装いを工夫 

する美容ケアで美しく！ 

 

 

         ホームヘルパー 慶応大卒 

企業や特養 5年のち仏門へ 

僧侶、生活習慣病予防士 

安らぎのお坊さんヘルパー 

昔は滝に打たれて荒修行 

きり絵や法話が得意です 

精神保健福祉士 法学部卒 

調理師 ホームヘルパー 

うつ病など心の不調に応え  

ます。泊まりのケアも OK 

飼い犬同伴のアニマル 

セラピーも好評です 

 

 

精神保健福祉士 法学部卒 

調理師 ホームヘルパー 

うつ病など心の不調に応え

ます。泊まりのケアも OK。 

飼い犬同伴のアニマルセラ

ピーも好評です 

ホームヘルパー 成城短大卒 

元銀行窓口業務、簿記 2級 

整形外科でリハビリ助手 3年 

リフレクソロジーなど癒しの 

手技を習得。英検 2級 

着付けや茶道もお稽古中 

 

        介護福祉士 

        高級有料老人ホーム等６年

趣味やお仕事のお手伝い、 

レクリエーション・体操も 

元はとバスの観光ガイド 

趣味は俳句、映画鑑賞 

 

ホームヘルパー 

英国留学後、外資系の銀行 

に勤務。英検準 1級 

在宅ヘルパー3年 

        地域ではネット動画の撮影 

で飛び回っています 

         

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!

介護福祉士・ガイドヘルパー 

有料老人ホームで３年 

ファイナンシャルプランナー 

柔和な笑顔と豊富な知識で 

ハイクラスなケアを提供 

太極拳と音楽鑑賞が趣味 

 





        鍼灸マッサージ師 

        アロマセラピスト 

明朗快活、体力自慢 

人の潜在能力 

をやさしく 

引き出します 

 

        ホームヘルパー 

40歳から腹話術を学び 

        真ちゃん、ローラ、小雪を 

        操る。可愛らしさに大人気 

        バーチャルバスガイド芸も 

        豪州留学。絵手紙・詩吟 

        ホームヘルパー・ガイドヘルパー 

カリフォルニアで学んだ手技 

ボディワークで心底リラックス 

自然派で美味しい料理も 

身体と心に効きます 

 

        介護福祉士 市議候補 

        認知症グループホームや 

        在宅ヘルパーで経験 5年 

        その後、渡英して働く 

        国内外旅行のプランニング 

        ネイルアートも承ります 

         

        ホームヘルパー 

芸術系短大でデザイン学ぶ 

 口笛は世界大会出場の実力 

色彩コーディネーター2級 

 絵や写真などもご一緒に 

愉しみましょう。長崎出身 

 

        介護福祉士・ケアマネジャー 

法学部卒のソーシャルワーカー 

訪問入浴と訪問介護６年 

お風呂の楽しみをサポート 

障がい児とポニーキャンプも 

趣味はスノーボードです 

GRACE CARE 

        

 
 

 

 

        ホームヘルパー 

元・吉本興業 NSC1期生 

ダウンタウンと同期で 

師匠は紳助・竜助（の竜助） 

        一発ギャグの介護職です 

        ラーメン大好き。福島出身 

        管理栄養士・健康運動指導士 

介護予防と栄養改善のプロ 

パーソナルトレーナーとして 

健康づくりをお手伝い 

スマートな肢体に説得力 

        趣味はお菓子作りとカラオケ 

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!





        ホームヘルパー 

        九州出身 

精神障がい者のケアホーム 

        知的障がい者の外出介助等 

まじめに愉しく働きます 

        浅草そぞろ歩きが趣味 

        ダンスセラピスト 

        アルゼンチンタンゴの名手 

        国際的な賞を総なめ 

        女優や振付もしていました 

ダンスを楽しみ、男女の 

        華やかなケアを演出します 

               

        介護福祉士 

        病院や高級老人ホーム、 

        在宅で介護を 13年 

        マイペースなこだわり派 

        心の通ったひとときを 

        手話も勉強中です 

        管理栄養士・健康運動指導士 

大妻女子大卒 

病院や財団で健康指導 17年 

 経験を活かし、介護予防の 

パーソナルトレーナーで活躍 

        趣味は筋トレとお菓子づくり 

介護福祉士 

レクリエーションインストラクター 

爽やかな風貌に熱い思い！ 

特養で医療的ケアも経験 

スノボとバスケが趣味の 

スポーツマンです 

 

GRACE CARE 
 

 

 

 

 

        介護福祉士・ケアマネジャー 

認知症ケア専門士 

グループホームや在宅で 

介護経験 8年。当たりの 

柔らかい癒し系ヘルパー 

実は健康オタクです 

 

        ホームヘルパー 

理工学部卒業 

ガイドヘルプやデイで活躍 

ガッチリ頼れるタイプです 

パントマイムと日本舞踏も 

修行中。お座敷へぜひ！ 

 

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!

        ホームヘルパー 

中央大学卒（社会学） 

元学習塾で英語講師 

泊まり介助、男性に人気 

        現代史や昭和文化に詳しい 

        美声は合唱仕込みです 

       

【お問合せ·ご予約】 

Tel.0422-70-2805 
!


