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「福祉」が気になる大学生のための、
インターンシップフェア

秋葉原 UDX ギャラリー

主催・事務局

フクシゴトフェスのスタートを飾る、ダウン症のタ
ケオが奏でる音楽がオープニングを盛り上げます。
タケオの世界に引き込まれること間違いなし！

ミュージック

無限の可能性を持つ「タケオ」
が奏でる音楽セッション

トーク

プレゼン
テーション

https://fukushigoto.f2f .or . jp
TEL 06-4799-0108   MAIL fukushigoto@f2f.or . jp

一般社団法人 FACE to FUKUSHI

ブースを巡ってシールを集めましょう。
フクシゴトブースとエンターテインメントブース（テクノロジーとスポーツのみ）で

５枚集めて受付に持っていくと、受付で素敵なお土産がもらえます。

会場内にはコンシェルジュの腕章をつけた
福祉施設の若手職員や内定者がいます。就
活のことで相談したいことや、どこに行こ
うか迷ったら、コンシェルジュに声をかけ
てみよう。皆さんの先輩がゆっくりと話を
きいてくれます！

就活に関する悩みは
コンシェルジュに聞いてみよう！

アート、スポーツ、テクノロジー、ショッ
プなど、福祉の楽しさを体感できるブース
もあります。参加できる人数が決まってい
るブースもあるので、気になるエンターテ
インメントブースには早めに行ってみよう。

エンターテインメントブースにも
行ってみよう。

福祉で働きたい大学生のための情報サイト
「フクシゴト」では、出展法人のインターン
シップ情報を UP しています。話を聞けな
かった法人さんもチェックして、ぜひイン
ターンシップに申し込んでみよう。

出展法人の
インターンシップ情報をチェック！

フクシゴトフェスのたのしみ方

https://fukushigoto.f2f .or . jp/intern

“◯◯×福祉” で、福祉の可能性を感じよう。

アートテクノロジー

スポーツ ショップ 障害のある方が作る商品を
日本全国から集めた
セレクトショップ
障害のある方がつくる商品を日本
全国から選りすぐり、ご用意して
います。気になる商品があれば、
ぜひお買い求めください。

障害者アートで
「ハッ！」とする
障害のある方が創り出すアート作
品には、時折「ハッ！」とするぐ
らいパワーを持つものがありま
す。そんなアート作品たちをもっ
と多くの方々に知ってもらいたい
と思っています。

VRで新たな福祉の
世界を感じよう
認知症の一人称体験で、認知症の
ある人の行動や気持ちを知るきっ
かけになるために、VRというテ
クノロジーで認知症の世界を体験
できます。

パラリンピックスポーツを
本気で体験
２０２０年に開催される東京パラ
リンピック。最前線で活躍するア
スリートにお越しいただき、パラ
リンピックスポーツを本気で体験
できます。

FACE to FUKUSHI の共同代表の２人と、福祉現場の
第一線で活躍するメンバーが登壇。福祉の仕事に求
められる役割とは何か。多彩なメンバーが福祉を目
指す若者に熱いメッセージをお送りします！

現場の第一線で活躍する
メンバーによるトークセッション

夏のインターンシップを探す「フクシゴトブース」
に出展する２０団体によるリレープレゼン。全国各
地から集結する最先端の福祉を一気に紹介します。

インターンシップ先
２０ヶ所を一気に紹介！

13:00 から 14:30
会場つきあたりの

ステージにて行います。
インターンシップ一覧はこちら！

フクシのシゴトのやりがいは、
やってみないとわからない。
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出展法人一覧

ニーズを掘り起こし、新しい福祉を創造する
広島に本部のある社会福祉法人です。
東京・神奈川で障害・高齢・保育分野の事業展開をしています！

社会福祉法人三篠会
神奈川県・東京都・広島県｜障高児保

1

あらゆる人に自分らしく生きるを解放しよう
障がいのある方、そのご家族、でぃぐにてぃの スタッフなど、
世の中のすべての人が、 それぞれの状況において、最大限に自分
らしく のびのびと生きられる社会の実現を目ざします。

株式会社でぃぐにてぃ
東京都｜障高児地

2

「らしさ」をカタチに。
東京・神奈川にて 92 か所の高齢者福祉サービスを展開。私たち
はただの福祉サービスではなく、ご利用者様や地域の皆様、職
員の「らしさ」を大切に様々な取組みを行っています。

社会福祉法人 奉優会
東京都・神奈川県｜高

3

理念を中心とした施設運営をしています
社会的に弱い立場にある子ども、障害者、高齢者の抱える課題に向き合う
活動をする社会福祉法人です。東京・静岡の２５拠点で１００以上の事業
を運営し今社会で起きている事に柔軟に取り組む姿勢を大切にしています。

社会福祉法人武蔵野会
東京都・静岡県｜障高児地

4

生きるとは、自分の物語をつくること
私たちは、高齢者の通所と入居の小規模事業からスタートし、現在は障が
い者の支援事業も行っています。本格的な農業や加工事業も行っており、
昨年より、地域を巻き込んでワイナリーの建設プロジェクトが進行中です。

社会福祉法人 悠和会
岩手県｜障高

5

行ってみたら、『きいろ』だった。
1980年代の制度が希薄だった時代に市民に必要な福祉 を市民の
手で作ってきました。現在は京都市伏見区・宇治市にて１５事
業を行い、地域の人と人とがつながる場づくりを行っています。

社会福祉法人くらしのハーモニー
京都府｜高

6

社会課題を、未来に残さない
シルバーウッドは、常に挑戦している企業です。だからこそ、
一緒に働く仲間には、ただ仕事をこなすだけで終わってほしく
はありません。ぜひ、型にはまらず飛び出しましょう。

株式会社シルバーウッド
東京都・千葉県・神奈川県｜障高地

7

一歩先の事業　一歩先の支援　一歩先の組織
幼児から大人までの特に自閉症、発達障がいの人たちを対象に、どんな
に障がいが重くても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。療育から就労まで等々幅広い事業展開をしています。

社会福祉法人はるにれの里
北海道｜障

8

みんなでいきる　みんなといきる
新潟県上越市で高齢･障害･こどもと総合的に福祉を展開してい
ます。毎年、何かしら新しいコトをはじめています。今後は動
物や植物の支援も ???

社会福祉法人みんなでいきる
新潟県｜障高児中

9

ひとりひとりの一生に、一生懸命です
地域密着型総合福祉サービスを展開しています。ご利用者様、ご家族、
地域の方々、そして職員を愛し、寄り添う姿勢で１００周年を迎え
ました。人を大切にする賛育会ならではの取り組みがあります。

社会福祉法人賛育会
東京都・長野県・静岡県｜高保地医

10

東京家族。暮らす人。働く人。
「自分や家族、友人が利用したいと思うサービスの提供」の基本
理念のもと、長岡で長年培ったノウハウを生かし、平成１８年
に高齢・障害の複合施設を東京都港区にオープンしました。

社会福祉法人 長岡福祉協会 首都圏事業部
東京都｜障高

職員満足度業界No１を目指す それが筑紫会
筑紫会は障害者支援施設として真壁授産学園と真壁厚生学園の２事業所
があります。授産学園には就労継続支援Ｂ型事業の１つとして溶岩窯パ
ン工房マカパンがあり、厚生学園にはグループホームが３棟あります。

社会福祉法人筑紫会
茨城県｜障

それぞれ。でも一緒。
都内全域で全約６０の施設を運営しています。さまざまな形で
の支援ができるので、活躍のフィールドが広がります。

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会
東京都｜障

13

目の前の仕事で、未来を変える
利用者を支援し、ご家族を支える。佑啓会では、安全で暮らしや
すい生活環境の提供はもちろんのこと、様々な体験を通して自己
実現が図れるよう、一人ひとりに合わせた支援を行っています。 

社会福祉法人佑啓会
千葉県・東京都｜障児地

働く人も暮らす人もずっと楽しく生きよう。
東京都（日の出町・練馬区）で高齢者福祉を展開。平成３２年に新事業と
してカフェ・トレーニングマシン・就労継続支援 B 型・学童保育後預かり
を併設した高齢・障害・児童の枠を超えたコミュニティをデザインします。

社会福祉法人 芳洋会
東京都｜高

あなたの未来のフクシスタイル
フクシスタイルは、大阪を代表する４つのイケてる社会福祉法
人が、福祉の魅力を発信することを目的に立ち上げた団体です。

フクシスタイル
大阪府｜高

犯罪のない地域社会を目指して
保護観察官は、犯罪を犯した人や非行少年が再犯・再非行をし
ないで済むように立ち直りを支え、犯罪のない明るい社会を目
指しています。

法務省保護局A

この国の、ひと、くらし、みらいに向き合う。
医療、健康、雇用、子育て、福祉、介護、年金などの分野を所
管する行政機関で、地方の厚生局や労働局を含めると全体で３
万人を超える人が働いています。

厚生労働省B

難病の子どもと家族が孤立しない地域を創る
日本財団 難病の子どもと家族を支えるプログラムでは、全国２５万
以上とい われる難病の子どもとその家族が孤立しない地域づくりを
目指し、全国の社 会福祉法人や NPO 法人等をご支援しています。

日本財団 難病の子どもと家族を支えるプログラムC

学ぶ機会を、全ての子どもに
経済的困難なひとり親家庭の子ども達や、高校を中退した子ども
達など を対象に事業を行なっている NPO です。「塾」という形で、
子ども達に 悩みに寄り添いながらサポートを行なっています。

社会課題解決に取り組む NPO
NPO 法人あっとすくーる  一般社団法人 new-look

D

ともに生きる豊かな福祉社会をめざして
全国社会福祉協議会(全社協)は、市区町村、都道府県・指定都市に設置・ 
運営されている社会福祉協議会 ( 社協 ) の全国組織として、社会福祉関 
係者との協働により連絡調整や活動支援、制度改善に取り組んでいます。

全国社会福祉協議会E

タイムテーブル

会場マップ

13:00

17:30

14:30

14:40-15:05

15:10-15:35

15:40-16:05

16:10-17:30

第１ターム

第２ターム

第３ターム

フリータイム

第１ターム

第２ターム

第３ターム

フリータイム

下記時間帯でブース型説明会を行います。
フリータイムでは、自由にブースを回れます。
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アート（平面展示）

障：障害者 / 障害児福祉　　高：高齢福祉　　　児：児童福祉　　保：保育　　　　地：地域福祉
生：生活困窮・ニート・ひきこもり・不登校　　医：医療　　　　中：中間支援　　行：行政福祉分野

fes.f2f .or . jp

くわしいプログラムは
ウェブサイトにも掲載中！
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社会福祉法人慶生会　社会福祉法人豊中福祉会
社会福祉法人優心会　社会福祉法人隆生福祉会

コンシェルジュ

東京都・栃木県・群馬県｜障地児医中

大阪府・兵庫県・京都府｜生
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インターンシップ募集中の団体

特別出展（インターンシップ募集なし）


