社大同窓会号外
重 要

社大生のみなさんが、これからどのような福祉分野の職場で仕事をしていきたいの
か、、、キャリアプラン作成の手掛かりにしてください。「就活」や｢相談援助実習先｣
の選択にもきっと役立ちます。
✚

福祉現場の経験豊富な先輩達が、学生のみなさんをサポート！
子ども、障がい者、高齢者などの現場は？様々な福祉分野の業務内容。一日の仕事の流れ。
あなたのキァリアプランを描こう。

✚「ＯＢ・ＯＧがなぜこの現場で働いているか？」話を聞く！
先輩達と話すことで初めてわかることがあります。志望した理由は？仕事をして良かったこと
は？仕事のやりがいは？などいろいろなことを聞いてみよう。

✚「現場訪問」「ＯＢ・ＯＧ訪問」する。
実際の現場を見学して、ＯＢ・ＯＧと話してみよう。

ｊｃｓｗネットワーク職場体験応援制度で、同窓会が交通費を助成します。

2022年6月～オンライン開催決定！
◆ 全学年参加可、複数施設参加可、予約制
参加希望の方は下記フォームより↓
https://forms.gle/EowY4L2Q13hV7fwT6

5月25日 申し込み締め切り
※参加申し込み後、各施設よりメールが届きます！

福祉現場にいるＯＢ・ＯＧが皆さんの就活をサポートします。

オンライン就活・全国フェアーｉｎ社大 参加団体
1

障がい

座間市小松原2-10-14

共に生き、共に歩み
社会福祉法人

日本キリスト教奉仕団

2

1958 年法人認可。1999 年常時介護の必要な身体に 担当：アガぺセンター 山口
障がいのある方の生活支援施設として開 設。グループ
yamaguchi@agape-jcws.com
リビングにより、個別ニーズを尊重した支援を提供して
います。
http://www.agape-jcws.com/

高齢

清瀬市中里5-91-2

「職員満足」なくして
「利用者満足」なし

☎ 042-493-0180

社会福祉法人

東京聖労院
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☎ 046-254-7111

都内4エリア（清瀬市・小金井市・北区・港 区）で高齢者事 担当：笠野
業を展開、 年間公休数120日以上 働いている職員か
tomotoshi-kasano@seirouin.or.jp
ら評価が高い給与水準、職員の“笑顔‘'を大切にする仕
組があります。
http://www.seirouin.or.jp/

障がい

横浜市旭区白根７-１０-６

☎ 045-951-2669

白根学園の魅力をお伝えします！
社会福祉法人

白根学園
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高齢・障がい
笑顔のかけはし
笑顔をうみだし、笑顔をつなげる、
社会福祉法人

まりも会

5

「まりも会」は、高齢者や障
害児・者の皆さんとその家
族、そして一般市民や地域
社会に広く開かれた社会福
祉法人施設です。
ご利用者のことを第一に考え、行動し、必要な支援を
行っております。

清瀬市竹丘3-1-72

☎ 042-493-3235
担当：浅野

ｈ_asano@marimokai.net
https://marimokai.jp/
清瀬市梅園3丁目1番30号

それぞれ。でも一緒。

☎ 042-497-8881

東京都手をつなぐ育成会
清瀬育成園ひだまりの里きよせ
子ども・高齢・障がい
「みんなが笑顔でいられる場所に」
社会福祉法人

滝乃川学園

7

http://www.shirane.or.jp/

障がい

社会福祉法人

6

担当：法人企画部 阿久津

私たち白根学園は半世紀以上にわたり横浜市内に根ざ
して、知的障がい児・者支援が「その人らしく暮らせる」 d-akutsu@shirane.or.jp
ように様々な福祉サーピスを展開しています。

担当：細川

ひだまりの里きよせは、知的障害のある成人の方が60
名生活している入所施設です。 利用者に寄り添い、ひだ hidamari@ikuseikai-tky.or.jp
まりのような温かい生活の場を提供しております。

http://www.ikuseikai-tky.or.Jp /
130年の歴史のある法人ですが、
若い職員が半数以上を占めるとて
も活気のある職場です。また、 外
部講師による研修が充実している
ので、 専門技術も身に付きます。

国立市矢川3-16-1

☎ 042-573-3950
担当：総務人事部 小島

jinji@takinogawagakuen.jp
https://www.takinogawagakuen.jp

高齢・障がい

渋谷区広尾4-1-23

赤十字の基本原則である「人道」
の精神にのっとり、人間のいのち
と健康、尊厳を守ります。

☎ 03-6861-4800

日本赤十字社総合福祉センター

担当：事務部企画調整課 亀井

7つの事業所を持つ複合型施設であり、 複数の 事業所
を経験することでスキルアップが見込めます。 ワークラ kikaku@hiroo.jrc.or.jp
イフバランスの整った生涯働ける施設です。

https://hiroo.jrc.or.jp/
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障がい

八街市八街ほ244-62

何があっても見捨てない
社会福祉法人

光明会 明朗塾

☎ 043-488-5499
担当：藤井

光明会の各事業所は「障害者が働くことで自らに与えら
れたものに感謝し、他のために貢献する人生を送ること k-fujii@meiroh.com
を」を支援する施設です。

http://www.meiroh.com/
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高齢

さいたま市西区飯田新田９１－１

トータル・ケアリング・
ステーション
社会福祉法人

むつみ会

10

子ども・高齢・障がい
家庭、地域、社会の中で
共にある支援を実践する
社会福祉法人

春陽苑のシンボルマーク
「フロンティア・ウィング」は
トータル・ケアリング・ステーショ ンとしての深い思いや
りとやさしさに満ちた先進の介護サー ビスの実現を目
指し、 スタッフー 人ひとりが「一歩先」の介護サーピス
にかける情熱を表しています。
横浜の地で障がい・児童・高齢の分
野で多くの施設を運営しています。
先達の熱い想いを継承し、多様な
ソーシャルアクションを地域で一緒
に実践し、展開していきましょう。

uchida@yss-net.or.jp

☎ 042-392-1375
入居者の安心·いきいき・心ゆたかな生活を実現するた 担当：相談員 上岡
め、 先駆的な実践に取り組んでまいりました。 地域を支
natsumi.k.hakujuji@gmail.com
えることで、 地域に支えられる施設づくりに努めていま
す。
http://www.hakujuji-home.jp/

子ども・高齢・障がい

聖隷福祉事業団

横浜市保土ヶ谷区岩井町215

☎ 045-711-2920
担当：関東採用センター 菅野

聖隷福祉事業団の事業は、福祉、保健、医療、介護サー
ビスを柱とする、総合的ヒューマンサービスです。全国1 kantou-saiyou@sis.seirei.or.jp
都7県で事業を展開しています。

http://www.seirei.or.jp

子ども・高齢・障がい

武蔵野市吉祥寺北町4-11-16

住みなれた地域で暮らす。安心と
笑顔のある毎日を支えます！

☎ 0422-54-7666

社会福祉法人

武蔵野

『 地域社会に役立つ 』
福祉サービスを必要としている方の基本的人権を尊重
し、武蔵野の街で、その人らしい暮らしができるよう支
援しています。

担当：阿部

musashino@fuku-musashino.or.jp

https://fuku-musashino.or.jp

障がい

大田区大森南二丁目15番1号

すべての障害者に陽光が燦々とそ
そぎ、それぞれが幸せに暮らせる
社会の実現

☎ 03-3745-0808

社会福祉法人

大田幸陽会

利用者と職員をド真ん中に置き、家族・地域と共に歩む 担当：本部事務局 佐藤
伴走型支援と現場主義の事例検討で「人」を育て、大田
honbu@ota-koyokai.or.jp
区障がい福祉の中心的役割を担う法人づくり、事業を進
めています。
https://ota-koyokai.or.jp

子ども・障がい
「Each person’s now &
tomorrow」
社会福祉法人

常盤会

16

担当：青葉メゾン 内田

地域に支えられ 地域に役立つ
ホームづくりをします

社会福祉法人

15

☎ 045-962-8821

https://le-pli.jp/

創立1930年～
211施設・512事業

14

横浜市青葉区奈良町1757-3

東村山市諏訪町２－２６－１

白十字会

13

m-nakamura@syunyouen.com

高齢

社会福祉法人

12

担当：春陽苑 中村

http://www.mutsumikai.net

ル・プリ

11

☎ 048-620-5566

子ども

鹿児島市荒田1丁目2-13
社会福祉法人

社会福祉法人

旭児童ホーム

☎ 099-230-7271
担当：法人本部事務局 西羽田

常盤会は、鹿児島で様々なサービスを展開しています。
現在、東京・埼玉でも児童分野（児童発達支援センター、 ksaiyou@tokiwakai.com
認可保育園）の事業に取り組んでいます。

https://tokiwakai.com/

社会福祉法人

小規模ケアユニット＆分園
地域で子育ての相談と応援

常盤会

旭児童ホーム

横浜市旭区上白根町914-7

☎ 045-953-1270

横浜市内に、児童養護施設を2か所、児童家庭支援セン 担当：小柳
ターを2か所運営しています。児童養護施設では小規模
グループケアの実践に長く取り組んでおり、地域に分散 asahijidou60630@chime.ocn.ne.jp
した住まいを求めています。

https://www.asahijidou.org/
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子ども・高齢・障がい・司法
新たなる福祉サービスをめざして
専門性を追求する
社会福祉法人

芳香会

茨城県古河市上大野698

昭和45年の養護老人ホームの開
☎ 0280-97-2100
設を皮切りに高齢者、障がい者、
児童と幅広く福祉サービスを
担当：法人本部事務局 酒寄
提供してきました。また、平成22年に「地域生活定着支
援センター」（茨城県受託事業）を開設し“司法福祉”にも m-sakayori@houkoukai.or.jp
力をいれています。

http://www.houkoukai.or.jp/

北海道支部
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障がい

石狩市花川北1条5丁目171番地

一歩先の事業
一歩先の支援
一歩先の組織
社会福祉法人

はるにれの里

19

☎ 0133-62-8360
知的障がいや自閉症、発達障がいの人たちが地域でそ
の人らしく生活できるよう専門的な支援を行っていま
す。

kikuchi@harunire.or.jp
https://www.harunire.or.jp

高齢

札幌市厚別区厚別町山本750番地6

人の和

地域の和

☎ 011-896-5010

こころの和

担当：瀬戸

栄和会の名が示す「和を持って栄える」ことができるよ
う、利用者、家族、地域社会と和を作っていきましょう。

社会福祉法人

栄和会
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担当：菊池

高齢・障がい
４つの配り
「目配り」「気配り」
「心配り」「手配り」
社会福祉法人

厚生協会

m-seto@eiwakai.or.jp
https://www.eiwakai.or.jp

相手が望む事を、相手が望む
時に、相手の立場に立ってバ
ランスよく提供できるサービ
スを目指しています。

北海道上川郡清水町南4条9丁目

☎ 0156-67-7300
担当：清水デイサービスセンターやすらぎ荘 儀藤

shimizu@bb.rainbow.ne.jp
http://www.wakafuji.or.jp/

岩手県支部
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地域・コミュニティ
地域福祉を推進し、
豊かな福祉社会の実現に貢献
社会福祉法人

岩手県社会福祉協議会

22

高齢

岩手県盛岡市三本柳８地割１番３

☎ 019-637-9718
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市町村で、地 担当：右京
域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること
ukyo@iwate-shakyo.or.jp
のできる「福祉のまちづくり」の実現をめざし様々な活
動を行っています。
http://www.iwate-shakyo.or.jp/
岩手県盛岡市東山2丁目5-15

法人理念「敬愛慈照」
社会福祉法人

盛岡山王会

☎ 019-652-0440
盛岡山王会は、常に笑顔と優しさが自然にあふれる働き 担当：星
やすい職場です。ご入所された方が、「ここで生活できて
hoshi@sannow.jp
よかった」と言っていただくのが私たちの財産となって
います。
https://sannow.jp/

福島県支部
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子ども

福島市土船字新林24番地

未来を生きる子どもたちの幸福を
願い人々の福祉が大切にされる
社会の実現に向けて歩みます

☎ 024-593-1022

社会福祉法人

青葉学園

より家庭的な援助を行うためにグループホームを設置。 担当：神戸
子育て支援短期利用事業（ショートステイ）や箱庭療法等
aoba-21c@green.ocn.ne.jp
心理的支援にも力を入れています。「児童家庭支援セン
ター」を併設。
http://f-aobagakuen.or.jp/

栃木県支部
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子ども・高齢・障がい
すぎのこ会には“想い”があります
社会福祉法人

すぎのこ会

栃⽊市岩⾈町⼩野寺1500

☎ 0282-25-7760
『支援を必要とされる方と、いつも笑顔でいたい』ただ 担当：木澤 貴
その一心で、利用者さんと歩み、成長してきました。これ
t.kizawa@suginokokai.or.jp
からも、地域社会のニーズを大切にしながら、明日の福
祉を創り出していきます。
http://www.suginokokai.or.jp

