
平成29年度　「福祉・介護の就職合同面談会」≪秋≫参加予定法人一覧

Ｎｏ 種別 法人名 所在地 Ｎｏ 種別 法人名 所在地

1 高齢 セントケア九州（株） 平戸　佐々
佐世保 13 高齢 （福）幼老育成会 佐世保

2 障害 （福）あしたば会 佐世保 14 高齢 （医）松栄会 佐世保

3 障害 （有）三輪車 佐世保 15 高齢 （株）ニチイ学館 佐世保

4 高齢 （有）佐世保酒販 佐世保 16 高齢 （福）三省会 佐世保

5 高齢 （福）佐々川福祉会 佐世保 17 高齢 （福）佐世保白寿会 佐世保

6 高齢
（福）慈誠会

（株）メディカルライフサポート
佐世保 18 高齢 （医）白十字会 佐世保

7 高齢
（株）アンジェ

（有）セルフサポート
佐世保 19 高齢 （福）葉港会 佐世保

8 高齢 （有）エクセル 佐世保 20 高齢 （福）清真会 佐世保

9 高齢 （福）西友会 佐世保 21 高齢 （福）葉山会 佐世保

10 障害 （福）佐世保市手をつなぐ育成会 佐世保 22 高齢 （福）光の子福祉会 佐世保

11 障害 （福）長崎県障害者福祉事業団 佐世保 23 高齢 （福）寛寿会 佐世保

12 障害 （福）蓮華園 佐世保 24 高齢 （福）ふるさと 西海

Ｎｏ 種別 法人名 所在地 Ｎｏ 種別 法人名 所在地

1 高齢 （福）春友会 長崎 25 高齢 （医）健昌会 長崎

2 高齢 （福）樹陽会 長崎 26 高齢 （福）グリーンコープ 長崎

3 高齢 （福）はづき会 長崎 27 高齢 （福）啓正会 長崎

4 高齢 （株）シン 長崎 28 高齢 （医）昭和会 長崎

5 高齢 （福）優輝会 長崎 29 高齢 （福）平成会 長崎

6 高齢 （株）Gen 時津 30 高齢 （福）清和福祉会 諫早

7 高齢 （福）福翠会 諫早 31 高齢 （福）小榊アスカ福祉会 長崎

8 高齢 （福）致遠会 長崎 32 高齢 （福）長崎厚生福祉団 長崎

9 高齢 （有）アルム 大村 33 高齢 （福）清心会 長崎

10 高齢 （有）Gracias 長崎 34 高齢 明月堂福祉会（合） 時津

11 高齢 （福）のぞみ会 長与 35 高齢 （株）バイタル 長崎

12 高齢 （福）さゆり会 五島 36 高齢 （福）秀峯会 長崎

13 高齢 （医）秋桜会 長崎 37 高齢 （有）ウェル 長崎

14 高齢 （株）ウェルズライフ 長崎 38 高齢 （福）恩賜財団　済生会 長崎

15 高齢 （福）せいひ会 西海 39 高齢 （福）白之会 長崎

16 高齢 （有）スローライフ・プランニング 時津 40 高齢 （福）純心聖母会 長崎

17 高齢 （福）南陽会 長崎 41 障害 （福）みのり会 長崎

18 高齢 （福）聖マリア会 五島 42 障害 （特非）星のくま 雲仙

19 高齢 （有）厚生ライフ長崎 長崎 43 高齢・障害 （福）縁和会 長崎

20 高齢 （医）青洲会 佐世保 44 障害 （福）長崎慈光園 川棚

21 高齢 （医）春秋会 長崎 45 障害 （福）遊歩の会 長崎

22 高齢 （福）瑞鳳会 大村 46 障害・児童 （特非）元気っ子クラブ 大村

23 高齢 （福）白寿会 佐世保 47 障害 （福）南高愛隣会 雲仙

24 高齢 三菱電機ライフサービス（株） 長崎 48 障害 （福）ほかにわ共和国 南島原

9月24日（日）　佐世保会場

9月30日（土）　長崎会場

※参加予定法人は、変更になる場合がありますことをご了承ください。


