
 事業所ＰＲシート 23   
  作成日：令和 ２ 年 ６月 １日   

法人・事業所名 大楠の里こども園 事業所設立 ３０年  ９ 月 

所在地 武雄市若木町川古８８７６ 従業員数  ３７名 

ホームページ URL  勤務時間 交代勤務（早出遅出有）８時間勤務 

【事業内容】 

３０年の９月に旧わかき保育園と明信幼稚園が一つになり 

こども園としてスタートしました。 

 

【事業所の特徴・魅力】 

園には裏山があり、大自然に恵まれてます。 

あなたに出逢えてよかったを理念とし、きらきらこども達や職員や保護者が 

輝ける園を目指し、将来大楠の里こども園を卒園したこども達が、 

どんな場所に巣立ってもそこで、輝けるこどもに育って欲しいと願っています。 

まず先生達が楽しむこと  

ワクワクドキドキする保育に興味がある方は是非見学にきてください。 

 

 
【休日休暇・福利厚生】 

日曜祝日 土曜出勤は、平日に週休有 

【こんな方を採用したい！】 

明るく元気で、前向きな先生 大自然が大好きな先生 

 

【先輩より一言！！】 

一緒にわくわく きらきら 輝きましょう♡ 

       
     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    

https://okusunosato.jp/


 事業所ＰＲシート  24                     作成日：令和 2 年 6 月 10 日   

法人・事業所名 社会福祉法人北方福祉会 志久慈音こども園 事業所設立 Ｓ53年  ４ 月 

所在地 武雄市北方町大字志久５８３１－２ 従業員数 22 名 

ホームページ URL sikujion.com 勤務時間 8:00～17:00（シフト制あり） 

【事業内容】         

《保育目標》   

・毎日行きたい、明日も行きたいこども園 

・園児にとって居心地のいい場所 

・お家では経験できないことを体験できる第２のお家 第２のお母さんを目標に 

《定員》 

・1 号認定…15名    ・2 号、3号認定…120名    

【事業所の特徴・魅力】 

 

[自分らしく成長していく保育] 

 子ども達の自立心・自主性を保育者が尊重 

しつつ、お互いのつながり・ルールの中で思いやりの 

心や社会性という“生きる力”を育み、自分らしく 

成長していく保育を目指しています。 

 

                                [こどもの森] 

                       当園の園庭は“こどもの森”といいます。 

                      “こどもの森”の一番の魅力は、季節が 

                      変わるたびに移りゆく景色、そして自然を 

                      通して「新しい命が生まれ、そしてやがて土に 

                      帰っていくサイクル」を体験出来るところです。 

 

生きている森に触れ、遊び、様々な発見をし、 

学ぶ…。子ども達はもちろん、保育者も一緒に 

考え、時には葛藤しながら「生きる力」を深めて 

います。こどもの森には、今の時代にだからこそ 

必要なものがあると思います。 

ぜひ一緒に体験しませんか？ 

【休日休暇・福利厚生】 

・週休 2 日制 

【こんな方を採用したい！】 

・笑顔の素敵な方 

・子どもの気持ちに寄り添い、子どもと一緒に学び深めてくれる方 

・まずは、見学に来てください！ お待ちしております‼ 

【先輩より一言！！】 

・毎日の保育で悩むことや慣れないことも沢山ありますが、子ども達と一緒に過ごす中で気持ちに寄り添

い、そして、その時に見せてくれる子ども達の可愛い笑顔に元気をもらっています。子ども達と過ごす日々

は本当に楽しく、子ども達の笑顔が大好きです！ （令和 2年度採用 保育教諭 1年目） 

・子ども達の元気なパワーに負けず楽しい毎日を過ごしています。子ども達は安心感の中で何事にも 

やってみたい！と意欲的に取り組む姿が見られます。その子ども達の思いを大切にし、一緒に学び成長

していきたいと思います。とてもやりがいのあるお仕事です！（令和 2年度採用 保育教諭 1年目）        
    ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



 事業所ＰＲシート 25   
  作成日：令和 2 年  6 月  1 日   

法人・事業所名 社会福祉法人 愛育福祉会 ひまわり保育園 事業所設立 昭和 55年  4 月 

所在地 武雄市武雄町大字武雄 6685-2 従業員数  28 名 

ホームページ URL http://www.himawari-takeo.com/ 勤務時間 8：00～17：00（シフト制あり） 

【事業内容】 

定員：135名（1号 15名、2・3 号 120 名） 

保育目標＊自分を大切に思える子ども＊思いやりのある子ども 

      *自分で考えて行動できる子ども＊健康でたくましい子ども 

【事業所の特徴・魅力】 

温泉で有名な武雄市にある保育所型認定こども園です。 

子ども一人ひとりの心に寄り添える保育を目指しています。 

また、職員一人ひとりのいいところ、素敵なところを見つけ、 

共通理解のもとチームワークを高めています。 

子ども達の主体性が育まれるような環境を整え、様々な経験ができるような 

保育に取り組んでいます。 

 

＊担当制保育（3歳未満児）、複数担任制（3歳以上児） 

＊園内研修、新任研修等あり 

新卒の方、中途の方ともに働きやすい職場づくりを目指しています。 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

1 年単位の変形労働制、誕生日休暇、歓送迎会 

園 T シャツ貸与、退職金制度あり、各種手当あり（通勤・役職など） 

【こんな方を採用したい！】 

◎子どもが大好きな先生 

◎何事にも前向きな先生 

【先輩より一言！！】 

新卒の先生、子育て真っ最中の先生、子育てが落ち着いた先生など様々な

年齢層の同僚がいます。私自身も子どもを登園させながら働いていますが、チ

ームワークを図りながら自分の得意分野を発揮できる職場だなと思います。 

子ども達の笑顔と成長にたくさんパワーをもらっています＾＾ 

       
     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    

http://www.himawari-takeo.com/


 事業所ＰＲシート 26   
  作成日：令和 2 年  6 月  1 日   

法人・事業所名 社会福祉法人愛育福祉会 かわのぼり保育園 事業所設立 平成 19年  4 月 

所在地 武雄市東川登町大字袴野 16501 従業員数  25 名 

ホームページ URL http://www.eye-homepage.net/Site/00000229/ 勤務時間 8：00～17：00（シフト制あり） 

【事業内容】 

定員：145名（1号 15名、2・3 号 130 名） 

保育目標＊自分を大切に思える子ども＊思いやりのある子ども 

      *自分で考えて行動できる子ども＊健康でたくましい子ども 

【事業所の特徴・魅力】 

武雄市の東川登町の国道３４号線沿いにある保育所型認定こども園です。 

山々に囲まれ、四季の移ろいを体いっぱいで感じることができます。 

温かな地域の方々の見守りの中、家庭的な雰囲気を大切にしています。 

子ども達の主体性が育まれるよう環境を整え、乳幼児期に様々な経験を 

積み重ねていけるよう、保育に取り組んでいます。 

 

＊担当制保育（3歳未満児）、複数担任制（3歳以上児） 

＊園内研修、新任研修等あり 

新卒の方、中途の方ともに働きやすい職場づくりを目指しています。 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

1 年単位の変形労働制、誕生日休暇、歓送迎会 

園 T シャツ貸与、退職金制度あり、各種手当あり（通勤・役職など） 

【こんな方を採用したい！】 

◎子どもが大好きな先生 

◎笑顔が素敵な先生 

【先輩より一言！！】 

若手・ベテランともに自分のやってみたいことに挑戦しやすい職場環境です。

悩んだときは相談したり、話し合いでいろんな知識を出しあったりと、みんなが

話しやすい雰囲気があるなと思います。 

新しい力を待っています！ 

       
    ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    

http://www.eye-homepage.net/Site/00000229/


 事業所ＰＲシート 27   
  作成日：令和 2 年  6 月 16 日   

法人・事業所名 社会福祉法人まつみ福祉会 大崎こども園 事業所設立 昭和３０年  １０月 

所在地 武雄市北方町大字大崎 1665 番地 3 従業員数 ３０ 名 

ホームページ URL WWW.osaki-kodomoen.com 
勤務時間 7：00～16：00、8：00～17：00、  

9：00～18：00、10：00～19：00 

【事業内容】 

（定員数）1号認定：15名、2号認定：50 名、3号認定 40名 

（教育・保育理念）一人一人に寄り添う丁寧な教育・保育 

（教育・保育目標）生きる力と豊かな心の育成 

 

【事業所の特徴・魅力】 

一人一人を大切にし、安心して過ごせる環境を作り、丁寧に関わることを大切にし、 

思いやりのある素直で優しい子どもを育て、生き生きとした豊かな人間性を身につ 

けるよう、職員が一体となって教育・保育をする事を目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

週 40時間（月に 1，2回土曜勤務あり） 

【こんな方を採用したい！】 

＊子供が大好きで、笑顔が素敵な方 

＊明るく活発でやる気一杯の方 

【先輩より一言！！】 

子ども達が、主体的にのびのびと遊ぶ中で、表現や言葉で子どもの面白がっ

ている事や、楽しさを共有できる瞬間、とても教育・保育に携わる者としての

幸せや、やりがいを感じています。たくさんの感動をもらえる仕事だと思います。 

       
     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



 事業所ＰＲシート 28   
  作成日：令和  ２ 年 ６  月 ２５  日   

法人・事業所名 社）小鳩福祉会 小鳩の家保育園 事業所設立 昭和６３年  ９ 月 

所在地 武雄市武雄町大字武雄 5248 番地 従業員数  １９名 

ホームページ URL  勤務時間 7 時 30分から 19 時 00分（シフト制） 

【事業内容】 保育所 定員90名 

日常保育に加えて、自然・農業・交流などの体験を通じて、子ども一人ひ 

とりが、いろいろな事柄に関心を持ち、興味や探求心を自ら行動に移せる、 

心身共に健康で、想像力豊かで、人や物に対して優しく接することが出来 

る子を目指し、一人ひとりの育ち、発達に応じた保育を目標にしています。  

【事業所の特徴・魅力】 

当保育園は、木造建築物です。天井には小屋根が見え、あたかも大きな木の下 

にいるようです。木は材料となって生きています。湿気が多ければ、柱 1本でビール 

瓶 1本分の水分を吸収してくれます。だから、カビやダニの発生もなく、シックハウス 

もありません。乳児が多くなり室内環境には大きな配慮が必要です。快適な室内 

環境を演出する１つに、床暖房設備があります。冬になればコルクの床が温かく、 

子ども達は裸足になって走りまわり、土踏まずの形成にも貢献しています。 

当園には玄関がありません。保育士と保護者の対話は、長いテラスで行われます。 

ハードもソフトもオープンにしていくのが当園の運営方針です。 

 

 

 

 

 

 

年長児御船山登山                     梅ちぎり 

  

             

園舎 

【休日休暇・福利厚生】 

週休 2日（基本月 1回土曜日勤務有） 

【こんな方を採用したい！】 

・子どもの育ちや意見、思いに寄り添い、明るく元気な保育が出来る方。 

・初めての方、ブランクの有る方でも OK です。保育、施設見学は随時受け

付けます。 

【先輩より一言！！】 

 私たちと一緒に子どもたちの育ちに寄り添ってみませんか。 

未来を作り上げる子どもたちを育てる仕事は素晴らしいと思います。 

あなたカラーは何色ですか？あなたのカラー（保育）を私たちも楽しみたい 

と思います。ぜひ一緒にカラーを楽しみましょう。 

（副主任保育士） 
       

    ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    


