2022.1.5

カイゴとフクシ就職フェアinしが 出展法人一覧
R４年２月12日(土) 大津会場 Ⅰ部(AM)

R４年２月12日(土) 大津会場 Ⅱ部(PM)

10：00～12：30 ※受付9：30～

13：30～16：00 ※受付13：00～

1 社会福祉法人 びわこ学園

1 社会福祉法人 きぬがさ福祉会

2 有限会社あったか介護サービス湯ず

2 トータルケアライフ株式会社

3 社会福祉法人 幸寿会

3 社会福祉法人 琵琶湖愛輪会

4 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部滋賀県済生会

4 株式会社阿吽

5 華頂会グループ（医療法人華頂会/社会福祉法人華頂会）

5 洛和会ヘルスケアシステム

6 社会福祉法人 野洲慈恵会

6 社会福祉法人 聖優会

7 社会福祉法人 グロー

7 医療法人社団 仁生会 甲南病院

8 社会福祉法人 すぎやまの家

8 社会福祉法人 よつば会

9 社会福祉法人 光養会

9 社会福祉法人 さくら福祉会

10 社会福祉法人 滋賀県障害児協会

10 社会福祉法人 誠光福祉会

11 社会福祉法人 湖南会

11 医療法人 湖青会

12 社会福祉法人 ひかり会

12 特定非営利活動法人 ゆうらいふ

13 医療法人 芙蓉会

13 社会福祉法人 大木会

14 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

14 社会福祉法人 慈惠会

15 社会福祉法人 大石福祉会

15 有限会社ゆいゆい

16 有限会社うらら

16 株式会社LSH

17 社会福祉法人 甲賀学園

17 社会福祉法人 蒲生野会

18 医療法人 周行会

18 社会福祉法人 しがらき会

19 株式会社 シェアリングエイド

19 社会福祉法人 みのり

R４年２月19日(土) 彦根会場Ⅰ部(AM)

R４年２月19日(土) 彦根会場Ⅱ部(PM)

10：30～13：00 ※受付10：00～

14：00～16：30 ※受付13：30～

1 社会福祉法人 近江薫風会

1 社会福祉法人 一善会

2 ライセル株式会社

2 社会福祉法人 近江幸楽会

3 社会福祉法人 喜創会

3 （株）アイズケア

4 社会福祉法人 ひだまり

4 株式会社ツクイ

5 社会福祉法人 青祥会

5 社会福祉法人 湖北会

6 医療法人 友仁会

6 社会福祉法人 すみれ厚生会

7 鈴木ヘルスケアサービス株式会社

7 社会福祉法人 慈照会

8 社会福祉法人 六心会

8 社会福祉法人 近江ふるさと会

9 医療法人 恒仁会

9 社会福祉法人 恵泉会

10 社会福祉法人 あすなろ福祉会

10 中居産業株式会社

11 医療法人恭昭会 彦根中央病院

11 株式会社ハピネライフ一光

12 社会福祉法人 真寿会

12 社会福祉法人 心暖まる会
13 社会福祉法人 かすみ会

R４年２月26日(土) 大津会場 Ⅰ部(AM)

R４年２月26日(土) 大津会場 Ⅱ部(PM)

10：00～12：30 ※受付9：30～

13：30～16：00 ※受付13：00～

1 マザーレイク株式会社

1 社会福祉法人 しがらき会

2 社会福祉法人 近江和順会

2 社会福祉法人 あゆみ福祉会

3 社会福祉法人 大阪自彊館

3 社会福祉法人 グロー

4 社会福祉法人 楽樹

4 医療法人 湖青会

5 株式会社ＪＡゆうハート

5 社会福祉法人 すぎやまの家

6 社会福祉法人 桐生会

6 社会福祉法人 びわこ学園

7 社会福祉法人 サルビア会

7 社会福祉法人 幸寿会

8 社会福祉法人 真盛園

8 社会福祉法人 みのり

9 社会福祉法人 志賀福祉会

9 社会福祉法人 八起会

10 社会福祉法人 美輪湖の家大津

10 合同会社ふくろう

11 社会福祉法人 椎の木会

11 社会福祉法人 甲賀学園

12 社会福祉法人 洗心福祉会

12 医療法人社団 仁生会 甲南病院

13 社会福祉法人 近江ちいろば会

13 社会福祉法人 真盛園

14 しが健康医療生活協同組合

14 トラストガーデン株式会社

15 合同会社ふくろう

15 一般社団法人 水口病院

16 社会福祉法人 あゆみ福祉会

16 社会福祉法人 ひかり会

17 社会福祉法人 たかしま会

17 社会福祉法人 野洲慈恵会

18 社会福祉法人 虹の会

18 社会福祉法人 永山会
19 社会福祉法人 大木会

