
公益社団法人 京都市保育園連盟
☎075-253-3186　　hoikuen@renmei.email

お問い
合せ

10.4日
12:00
16:00 

主催　公益社団法人京都市保育園連盟／京都市保育人材サポートセンター／京都市

      一般社団法人京都府保育協会／京都府保育人材マッチング支援センター／京都府共 催　京都市日本保育協会／公益社団法人京都市児童館学童連盟／京都保育士養成研究会

参加無料 入退場自由 服装自由

職 種
保育士・栄養士
調理師・看護師

2021年3月
卒業予定の学生
卒業生・一般求職者

対 象

参加園
京都市内・京都府内の
認可保育園・認定こども園等

保育園就職フェア  京都 検索▶詳しくはWebで

事前エントリーして

来場した方に

QUOカード 500円分を
プレゼント!! 当日参加もOK!

500500円分円分

来場者特典

75ブース （
程
度
）

● 10/2（金）17:00〆切　● 先着200名まで
５ブースまわった方には、さらにもう一枚プレゼント京都国際会館

イベントホール
地下鉄烏丸線「国際会館駅」から徒歩5分。
改札から地下通路を通り出入口4-2をご利用ください。
出入口からは、歩廊に沿って雨に濡れずに正面玄関までお越し頂けます。
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国立京都国際会館
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直通！

1010 444
当初9月27日を予定していましたが、コロナ対策の
徹底を図るため、日程・会場が変わりました！

見つけよう、夢をかなえる保育
園 !

2020 in
KYOTO

京都市
・京都府の

保育園・認定こども園が大集合第2回
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京都市保育園連盟 検 索お問い
合わせ

保育園・認定こども園が大集合!

出展園・団体一覧 ※  出展園が変更になることがありますのでご了承ください。なお、ホームページに最新情報を公開していますので、ご覧ください。

京都市・
京都府の

事業運営にあたって、
出展施設並びにスタッフは
下記の対応を行います。

●出展園（京都市） ●出展園（京都府）京都市を除く
所在地 保育園・認定こども園名
北 区 洛北幼児園
北 区 上総幼児園
北 区 認定こども園 衣笠幼稚園
北 区 たかがみねこども園
上京区 こぐま白雲北保育園
上京区 北野保育園
上京区 わかば園
左京区 松ヶ崎こども園
左京区 岩倉こひつじ保育園
左京区 高野川保育園
左京区 認定こども園 京都きらら幼稚園
左京区 京都たからこども園
左京区 認定こども園 下鴨夢
左京区 あおぞら保育園
中京区 月かげ保育園
中京区 月かげみどり保育園
中京区 朱七保育所
中京区 こぐま保育園
中京区 中京みぎわ園
中京区 御所の杜ほいくえん
東山区 真覚寺保育園
東山区 永興こども園
山科区 東野こども園
山科区 まんいんじこども園
山科区 安朱保育園
山科区 こばと保育園

所在地 保育園・認定こども園名
舞鶴市 永福こども園
宇治市 南浦認定こども園
宇 治 市 南浦くすのき認定こども園
宇治市 登りこども園
宇治市 明星っ子こども園
宇治市 みんなのき三室戸こども園
亀岡市 亀岡あゆみ保育園
亀岡市 上西山あゆみ保育園
城陽市 清心保育園
向日市 あひるが丘こども園
向日市 もずめこども園
京田辺市 認定こども園 松井ケ丘保育園
京田辺市 認定こども園 こもれび
木津川市 愛光みのりこども園
木津川市 愛光こども園
木津川市 愛光兜台こども園
木津川市 藍咲学園
木津川市 認定こども園 州見台さくら
木津川市 認定こども園 木津さくらの森
木津川市 なごみこども園
木津川市 認定こども園 木津川台
大山崎町 大山崎さくらの里保育園

所在地 保育園・認定こども園名
山科区 陵ヶ岡こども園
山科区 椥辻こども園
山科区 永興小金塚こども園
下京区 稚松保育園
下京区 大谷保育園
下京区 たちばな保育園
下京区 きらきら保育園
下京区 大谷園林保育園
下京区 永興開智こども園
南 区 永興くじょう保育園
南 区 山ノ本保育園
南 区 吉祥院こども園
右京区 認定こども園 まこと幼児園
右京区 つわぶき園
右京区 このしま保育園
右京区 梅ノ宮保育園
右京区 嵯峨野こども園
右京区 西京極保育園
右京区 蜂ヶ岡保育園
右京区 蜂ヶ岡けやき保育園
右京区 照隅認定こども園
右京区 うたの里保育園
西京区 桂保育園
西京区 桂ぶどうの木こども園
西京区 月見ヶ丘こどもの家
西京区 京都白百合保育園

所在地 保育園・認定こども園名
西京区 川島保育園
西京区 大原野こども園
西京区 樫原ふじ保育園
西京区 京都にじこども園
西京区 東桂坂保育園
西京区 こぐま上野保育園
西京区 かつらのみや保育園
西京区 まめのき保育園
伏見区 桃嶺保育園
伏見区 伏見幼児園
伏見区 神川保育園
伏見区 みぎわ保育園
伏見区 ピノキオ保育園
伏見区 西福寺幼児園
伏見区 うづらこども園
伏見区 稲荷こども園
伏見区 稲荷砂川保育園
伏見区 深草保育園
伏見区 第二深草保育園
醍 醐 つくし保育園
醍 醐 かすがのえんこども園
醍 醐 端山の丘こども園
複数区 京都社会福祉協会
複数区 公益社団法人京都市児童館学童連盟

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
下記の対策にご協力をお願いします。！

▶  体調管理に努めてください。 
もし発熱や咳など風邪症状がある場合は、来場をお控えください。

▶  なるべく事前エントリーしてください。 
10月2日(金)17:00まで。 
事前エントリーして来場された方にQUOカード500円分を 
プレゼントします。（先着200名まで）

当日参加もOKです。締切以降は直接会場へお越しください。

▶  ホームページをこまめにご確認ください。 
新型コロナウイルスの影響により急きょ中止にな
ることもありますので、来場前に必ずチェックし
てください。また、今回は集合型イベントを行わ
ず、代わりに各園のPR動画を配信しますので、
サイトをぜひご覧ください。

▶  会場内でのマスクの着用を 
お願いします。

▶  入場の際間隔をあけてお並び 
いただきますようお願いします。

▶  混雑時は入場制限をさせて 
いただく場合があります。 
その際、事前エントリーした方を優先します。

▶  会場入り口での検温のご協力を 
お願いします。

▶  こまめな手洗いと手指の消毒を 
お願いします。

保育園就職フェアでは、来場される学生や一般求職者、ならびに保育関係者の健康と安全を最優先に考え、感染拡大防止に努めます。

当日までに フェア当日

●マスク常時着用
● こまめな手洗い、手指の
消毒
●  消毒液を使用した 
こまめな会場内清掃
●当日事前検温、体調確認
●  来場者との一定距離の確
保（ソーシャルディスタ
ンス）
●換気を心がける。

2021（令和3）年３月卒業予定の学生。
卒業生や低回生、一般の方もぜひおこしください。

対象となる方

保育士、栄養士、調理師、看護師募 集 職 種

▼  各園が個別に説明します。
遠慮せずどんどん質問してみよう！▼現場の保育士と直接話せます

就職フェアサイト

来場特典 ５ブースまわった方には、さらにもう一枚プレゼント


