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京都で最先端の福祉に取り組む5つの社会
福祉法人によるリレープレゼン＆トークショー。
人を支えるケア、ソーシャルワーク、地域づくり、
など、多様な福祉の現場を、各法人の次世代
を担う職員が伝えます。

13:00-14:00

「福祉最前線！」

社会福祉法人福知山学園
あまだ翠光園 施設長

14:00-17:00 福祉法人で働く職員さんがブースを作って、
働き方や暮らし方などテーマに沿って自由に話をしてくれます。
合計10個のブースをご用意しているので、気になるブースを自由に回ってください。

主催・事務局

フクシゴトでは 
上記の共催団体の
求人記事も
掲載されています。

くわしい情報は中面へ！

〒627-0031 京都府京丹後市峰山町呉服１０
TEL ： 0772-69-5005
Email : info@mineyama-fukusikai.jp
WEB ： http://www.mineyama-fukusikai.jp/

社会福祉法人 みねやま福祉会

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-4F-106
TEL ： 06-4799-0108　Email ： fukushigoto@f2f.or.jp
WEB : https://fukushigoto.f2f.or.jp  https://fair.f2f.or.jpフクシゴト（一般社団法人FACE to FUKUSHI）

共催団体

〒620-1442 京都府福知山市三和町千束832
TEL ： 0773-58-3644
Email : fuku-support@fukugaku.or.jp
WEB ： https://www.fukugaku.or.jp

社会福祉法人 福知山学園

〒616-8191 京都府京都市右京区太秦中山町15番地
TEL ： 075-366-3601
Email : saiyou@arashiyamaryo.or.jp
WEB ： http://www.arashiyamaryo.or.jp/

社会福祉法人 嵐山寮

〒603-8231 京都府京都市北区紫野大徳寺町49-3
TEL ： 075-366-8025
Email : kitaooji@iaa.itkeeper.ne.jp
WEB ： http://ligarefukushi.com/

社会福祉法人グループ リガーレ

〒610-0112 京都府城陽市長池五社ケ谷14番地1
TEL ： 0774-54-7210
Email : saiyo-entry@minamiyamashiro.com
WEB ： http://r-minamiyamashiro.com/

社会福祉法人 南山城学園

《主催》フクシゴト
《共催》社会福祉法人南山城学園/社会福祉法人嵐山寮/社会福祉法人グループ リガーレ
　　　 社会福祉法人みねやま福祉会/社会福祉法人福知山学園
《後援》京都府

時間：13:00～17:00 （12:45受付開始）
会場：KYOCA Food Laboratory

氷上賢一

『個 が々活きる仕事がココにあります』
あまだ翠光園は、施設で生活されている方に対す
る支援は勿論、在宅で生活されている方に対する
支援も提供しています。福知山学園、知ればきっと
ココでしか味わえない“特別”があります＊

社会福祉法人みねやま福祉会
てらす峰夢（児童養護施設）

ホーム長

櫛田啓

今、ごちゃまぜがあつい！
保育所と障害者施設、特別養護老人ホームが、まる
っとごちゃまぜになった「マ・ルート」では、おじいさん
が子どもたちと触れ合ったり、障害のある方が剣玉
を教えてあげたり。そんな日常の風景があります。

社会福祉法人嵐山寮
特別養護老人ホーム嵐山寮

係長

塩内友行

高齢者介護・福祉の仕事のやりがいとは？
高齢者の長い間歩んでこられた人生のエピローグ
に関わらせて頂く仕事。喜怒哀楽を重ねてきた高齢
者の笑顔やありがとう、その偉大さが関わる人の生き
る力になります。

社会福祉法人南山城学園
法人本部事務局
企画広報課 副課長

佐々木明子

“SDGｓ”私たちの実践
国連サミットで採択された17の国際開発目標
“SDGｓ”。そこには、社会福祉法人ができること、や
るべきことがたくさんあります。一人の幸福を追求す
ることが、地域をつくり、国をつくり、そして...私たちは
グローバルな視点で福祉を考えています。

社会福祉法人グループリガ―レ
リガーレ暮らしの架け橋・
きたおおじ サブマネージャー

小谷仁志

すべての壁を越える
小規模な法人では出来ないこともグループなら実現
可能。リガーレは複数法人のグループ化による丁寧
な人材育成の仕組みがあります。それぞれの法人は
小規模なので一人ひとりの個性を大事に、働き方を
きめ細かくサポート。



ルール

【第１ターム】
14:10～14:35
【第２ターム】
14:40～15:05
【第３ターム】
15:10～15:35
【第４ターム】
15：40～16:05
【フリータイム】
16:10～17:00

ブース説明会は、下記の通り時間を
区切って行います。各タームごとに職
員さんとのトークを楽しんでください。
各タームが終わったら別のテーブルに
移動してください。最後のフリータイム
は時間の区切り無く行いますので、会
場内を自由に回ってください。

障害者支援ブース1

1. 社会福祉法人南山城学園
    障害者支援施設　翼
2. 入社２年目
3. バンドの追っかけ

西村夏未
1. 社会福祉法人福知山学園 
    おさだの翠光園
2. 入社８年目
3. ベースボール

足立秀則

おもしろい！
知るとわかる魅力とは？！

楽しさ・やりがいは
無限に！

児童支援施設ブース3

1. 社会福祉法人福知山学園 
    むとべ翠光園
2. 入社１年目
3. カラオケ

河牧花
1. 社会福祉法人みねやま福祉会
    峰山乳児院 家庭支援専門相談
2. 入社４年目
3. バスケ、島めぐり、スカバン

黒田磨衣子

キラリ発見！ 毎日が
発見と成長の連続！

乳児院の仕事って？
子どもの未来を守る為に

内定者ブース4

1. 社会福祉法人南山城学園
    花園大学 社会福祉学部社会福祉学科
3. 毎月するテニスと
      よく購入する漫画です！

中井淳平
1. 社会福祉法人嵐山寮
    佛教大学 社会福祉学部
3. バレーボール
   

酒井苑子

僕はこうやって
ココに決めました！

私が就活で
大事にしていたこと

地域支援ブース8

1. 社会福祉法人南山城学園 
    障害者支援施設 凛
2. 入社４年目
3. サックス、お笑いライブ

榎木薗純子
1. 社会福祉法人福知山学園
    グループホーム すまい・る
2. 入社６年目
3. 学校前のラーメン店「たんぽぽ」＆「紅」

上原裕一

カフェ、農園、イベントで
施設と地域を繋ぐ

暮らし×笑顔
～創る・繋ぐ・伝える～

ワークライフ・バランスブース7

1. 社会福祉法人グループリガ―レ
    はしうど福祉会・いちがお園 ユニットリーダー
2. 入社４年目
3. サッカー・バスケ等　スポーツ全般

小石原頌衛
1. 社会福祉法人みねやま福祉会
    障害者地域生活支援センターもみの木 相談員
2. 入社３年目
3. キッズボランティア・ハロプロオタ活

小林益

男・小石原 28歳
介護歴10年 現在リア充

ぶっちゃけどうよ？
Iターン就職のホンネ

若手職員ブース5

1. 社会福祉法人グループリガ―レ
      リガーレ暮らしの架け橋・きたおおじ 介護職
2. 入社４年目
3. 伝統芸能の能楽をする部活動

高橋詩旺理
1. 社会福祉法人嵐山寮
    嵐山寮特別養護老人ホームひろさわ 
2. 入社３年目
3. 障害者の方と関わるボランティアサークル

小谷麻未

やってみなきゃわからない！ 十人十色

高齢者施設ブース2

1. 社会福祉法人グループリガ―レ 
    緑寿会・山科苑 生活相談員
2. 入社６年目
3. 地域の子供達とかかわるサークル活動

吉田悠人
1. 社会福祉法人嵐山寮 嵐山寮
    特別養護老人ホームひろさわ 副主任
2. 入社８年目
3. 音楽鑑賞、ライヴ鑑賞、和太鼓たたき

大澤寛和

介護って毎日が発見！
意外に楽しいねんで～

人生の大先輩

人事担当ブース6

1. 社会福祉法人グループリガ―レ
    六心会 きいと 施設長
2. 入社３年目
3. スキー、ビリヤード

南出浩次
1. 社会福祉法人みねやま福祉会
    人材開発室 コーディネーター
2. 入社２年目
3. 自主ゼミ・映像編集のアルバイト・旅行

川渕一清

ふくし業界、
実は意外と

働きやすいのです。

採用したい人の
共通点についてお話します！

トークタイトル　　1.所属・役職　2.入社年目 　3.学生時代に熱中したもの

福祉法人で働く職員さんがブースを作って、
働き方や暮らし方などテーマに沿って自由に話をしてくれます。

合計１０個のブースをご用意しているので、
気になるブースを自由に回ってください。

給料ブース9

1. 社会福祉法人南山城学園
    法人本部事務局
2. 入社５年目
3. 友人のためにアイコン用の似顔絵作成

田中楓
1. 社会福祉法人福知山学園 
    法人サポートセンター 財務部長
2. 入社１５年目
3. ラグビー：愛称 黒い弾丸野郎

森田政寿

手取りってなんぼ？
給与の仕組み教えます！

教えます！
福祉業界給料のヒミツ
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共催法人ブース

オープニングトーク
登壇者によるブース。

事業内容や
今後の採用プロセスについて

お話が聞けます。
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