
活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者 （福）倉敷にじの里 710-0843

入居者とのコミュニケー

ション、レクレーショ

ン、基本的な生活援助

動きやすい服装、上履

き、筆記用具
お盆、暮れお正月以外 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム

特別養護老人ホーム

うらたの里
浦田1533-2

9：00～17：00（これ以外の

時間も相談可）
3人

高齢者 （福）ますみ会 710-0803
7/17～8/31までの平日、

8/18の盆踊り大会当日
中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム

特別養護老人ホーム

ますみ荘
中島837-5

平日は15：00～16：00、盆

踊り当日は10：00～12：00

又は、14：00～16：00

4人

高齢者 （福）みゆき会 710-0051 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム
みゆき園 幸町8-27 9：00～16：00 2人

高齢者 （福）郁青会 710-0133 6月、12月、3月以外 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム

特別養護老人ホーム

サンバードナーシングホーム
藤戸町藤戸1585-1 10：00～16：00 2人

高齢者 （福）亀龍会 710-0024 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム

特別養護老人ホーム

くらしき
亀山780-2 9：00～16：00 1人

高齢者 （福）純晴会 710-0034 １週間以内でお願いします。 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム

特別養護老人ホーム

浮洲園
粒江2500-1

9：00～16：00

（午前・午後のみでも可能で

す）

2人

高齢者 （福）稔福祉会 701-0104 7/25～8/20 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム

特別養護老人ホーム

庄の里
山地1297番地

10：00～12：00

13：30～15：30
10人

JR中庄駅より約8㎞（車で10

分）

7

人と人とのつながりの大

切さやそこから感じとる

充実感や責任感

入居者様とのコミュニ

ケーション（カラオケ、

買い物、ゲーム等）

服装は動きやすい格好で

（ジャージ等）・上履

き・タオル・水分補給用

飲み物

・笑顔で元気な挨拶

・動きやすい服装

・プライバシーを尊重し、個人情報を漏

らさないこと

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

6

利用者様とのコミュニ

ケーションを通して、挨

拶や言葉づかい等社会

ルールを学んでいただき

たいです。

利用者様とのコミュニ

ケーション、清掃活動

服装は動きやすい服装

（体操服・ジャージ

等）・上履き

明るい挨拶、礼儀、身なりを整える等心

掛けていただけたらと思います。

①ボランティアによ

る手弁当

倉敷駅よりバスで約20分（天

城、小川経由の下電バス）笹

無山バス停で下車して徒歩5分

の所にあります。

5

高齢者介護、コミュニ

ケーション

高齢者との交流 動きやすい服装 個人情報の保護 ①ボランティアによ

る手弁当

4

介護の魅力を知ってほし

い

清掃、見守り、コミュニ

ケーションなど

室内シューズ、筆記用具

など

施設内でインフルエンザ等が発生した場

合、又はボランティアの方の体調が良く

ない場合は活動をお断りさせていただき

ます。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担350円）

JR瀬戸大橋線　植松駅下車徒

歩15分　倉敷駅からは下電バ

ス（小川・下の町経由）塩干

停留所下車　徒歩15分

3

何をしたいか考えて来て

ほしいです。

高齢者の日常生活のお手

伝い、コミュニケーショ

ン

動きやすい服装、シュー

ズ

挨拶、言葉づかい、身だしなみに気をつ

けてください。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担330円）

番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

2

介護や福祉の仕事に興味

を持ってもらいたい

施設の事を知ってもらい

たい

・入所者との交流を図る

・盆踊り大会の準備、手

伝い

（初日はオリエンテー

ション、施設見学の他、

福祉機器の体験を行いま

す。）

筆記用具・動きやすい服

装・飲み物

・オリエンテーションを含めて、活動日

数が二日間以上になるようお願いしま

す。

①ボランティアによ

る手弁当

バス（JR倉敷駅より約15分）

水島方面行（四十瀬・小溝経

由）穴場神社前下車

1

高齢者、高齢社会への関

心と理解。社会の中での

自分の役割。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担330円）
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高齢者 （福）和福祉会 710-0002 年間いつでも可能 中学生/高校生/大学生

地域密着型特

別養護老人

ホーム

地域密着型特別養護老人ホー

ム

庄の里「なごやか」

生坂698 9：30～17：00 2人

高齢者 （医）福寿会 710-1101 通年 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

認知症共同生活介護

グループホームうらら
茶屋町1245-3 9：00～15：00 2人

高齢者 （医）平成会 701-0112
7/23～8/24

（土日祝を除く）
中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

ひまわりの家
下庄701-10 10：00～15：00 1人

高齢者 （株）縁 710-0005 いつでも可能 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
倉敷楽々苑 西岡1150-5 8：30～17：30の間 2人

高齢者 （株）小野 710-0842 いつでも 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

吉岡楽々苑
吉岡344 9：00～17：00 1～4人

高齢者 （株）ケアプレジャー 710-0035 いつでも可能 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

花の里萌
黒石247-1 9：00～15：30 人

高齢者 （株）ケアプレジャー 710-0035 いつでも可能 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

あなたのふるさと萌
黒石377-1 9：00～15：30 人

14

・認知症への理解

・コミュニケーション技

術

・入所者との交流

・認知症の理解

・その他その日により変

わります。

・ジャージ（動きやすい

格好）・上履き・筆記用

具・必要なら昼食

・大きな声での私語

・分からないことや疑問に思ったことは

スタッフに聞いてください。

①ボランティアによ

る手弁当

13

・認知症への理解

・コミュニケーション技

術

・入所者との交流

・認知症の理解

・その他その日により変

わります。

・ジャージ（動きやすい

格好）・上履き・筆記用

具・必要なら昼食

・大きな声での私語

・分からないことや疑問に思ったことは

スタッフに聞いてください。

①ボランティアによ

る手弁当

12

認知機能が低下した方へ

の対応方法やその生活状

況

お話ボランティア的な感

じで、一緒にレクレー

ションや散歩などへの参

加。

上履き、動きやすい服

装、昼食、飲み物

・体調不良でない方

・個人情報保護のできる方

・インフルエンザの予防接種を受けてい

る方

・時間は、半日から何日でもOKです

①ボランティアによ

る手弁当

備中庄バス停より徒歩8分

（JRバス倉敷⇔岡山）JR中庄

駅よりタクシーで5分

11

高齢者と関わり、ふれあ

うことで、楽しく関わり

を持つ事での温かい気持

ちを感じてもらえたらと

思います。

利用者様とのコミュニ

ケーション、レクレー

ション等の補助（見学か

ら参加）

上履き 守秘義務

10

ご利用者様との関わり方

や生活されている様子等

について

利用者様への間接的介

助、レクレーション等の

補助等

・昼食・水分補給用の飲

み物

・個人情報の取扱いには注意してくださ

い（守秘義務等）

・体調不良等で休む場合は必ず時前連絡

をお願いします。

①ボランティアによ

る手弁当

9

大変と思われがちな介護

が楽しい面もあること。

話し相手、レクレーショ

ンのお手伝い

・エプロン・動きやすい

服装・上履き・お茶・汗

拭きタオル

ホームで知り得た個人情報を外部へ話さ

ないこと

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担280円）

電車やバスは近くには通って

いません。駐車場はありま

す。

8

ボランティアを通じ高齢

者との関わり、介護のや

りがいや楽しさを分かっ

てもらい福祉に興味を

持ってもらいたい。

入居者様・ショートステ

イ利用者様とのコミュニ

ケーションやレクレー

ションなど

動きやすい服装・上靴 高齢者の方々は人生の大先輩です。言葉

かけ等注意してほしいです。また、集団

生活のため、可能であればインフルエン

ザ予防接種はお願いしたいです。活動日

数は問いません。また、資格も問いませ

ん。

①ボランティアによ

る手弁当
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高齢者 （株）りまる 710-0834 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホーム大地 笹沖599-5 10：00～14：00 2人

高齢者 （福）郁青会 710-0013 3日間 中学生

グループホー

ム

グループホーム

みつばちハウス
中帯江114-7 9：00～11：30 2人

高齢者 （福）全仁会 710-0824 5月～12月 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

のぞみ
白楽町40 8：30～17：00 2人

高齢者 （福）郁青会 710-1102 特になし 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

サンバード茶屋町
茶屋町早沖424-15 9：00～11：30頃 2人

高齢者 （福）純晴会 710-0034 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

うきすの里
粒江2503-3 9：00～16：00 2人

高齢者 （福）和福祉会 701-0111 いつでも可能 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

庄の里「和らぎの家」
上東819-1

9：00～16：00

（短時間可）
6人

高齢者 （福）和福祉会 701-0103 7月～8月中旬 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

庄の里「なごみの家」
西尾11-1 8：30～12：00 2～4人

21

コミュニケーション 創作活動、レクレーショ

ン

室内履き、タオル 体調を整え、明るく笑顔で利用者様と接

して頂けたらと思います。

①ボランティアによ

る手弁当

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

③受入側で用意（実

費負担300円）

20

活き活きと生活し、生き

がいを持つ生活

日常の生活サポート（お

話し・掃除・レクレー

ション・クラフト等）

手洗い。

分からないことは何でも聞いてくださ

い。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

茶屋町駅より徒歩10～15分く

らい。茶屋町小学校北700～

800ｍ。

19

認知症高齢者の生活、グ

ループホームの特色

入居者様の活動支援の補

助（体操・趣味活動・役

割支援等）

・体操服（名札付きが好

ましい）

・上履き（踵のある

シューズ）

・あいさつと素直な気持ちで話を聞く姿

勢

・守秘義務が守れる人

・自分の特技を披露できる人、大歓迎で

す（楽器、趣味、得意な事）

①ボランティアによ

る手弁当

下電バス「天城線」笹無山下

車5分　駐車、駐輪場完備

18

軽度から重度と様々な認

知症の方と接することで

認知症という病気や認知

症の方との関わり方を

知ってもらいたい。

入居者さんの話し相手や

散歩付き添い、レク手伝

いなど

上履き 欠席の際は必ず連絡すること

不洗観音様近く、バス停がな

いので自転車で来れる人を希

望します。

17

介護の仕事内容と認知症

という病気のこと

入居者様と会話、食事介

助、生活リハビリ等

清潔感のある身だしなみで来て頂きた

い。

人生の先輩であることを考えて接しても

らいたい。

①ボランティアによ

る手弁当

16

認知症の方との関わり方

を学んでほしい

掃除や散歩、ご入居者様

の話し相手

上履き・ジャージ上下・

手拭き用汗拭き用タオル

言葉づかい

施設内で知り得た個人情報を口外しな

い。

15

介護の仕事・認知症につ

いて

入居者様との話し相手等 ・動きやすい服・エプロ

ン・靴

職員からの注意事項は必ず守ってくださ

い。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）
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高齢者 （有）白寿 710-0065 特になし 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホーム倉敷北 宮前42-1

9：00～17：00

（時間応相談）
1人

高齢者 （医）六峯会 710-0142 平日のみ年間 中学生/高校生/大学生

介護老人保健

施設

介護老人保健施設

グリーンピース
新田2791-4 8：30～17：00 5人

高齢者 （医）誠和会 710-0803 8月のお盆過ぎての後半 中学生/高校生/大学生

介護老人保健

施設

介護老人保健施設

福寿荘
中島831 要相談 2人

高齢者 （医）平成会 701-0112
7/24～8/25

（※土日祝を除く）
中学生/高校生/大学生

介護老人保健

施設

介護老人保健施設

サンライフ倉敷
下庄700-1 9：00～15：00 3人

高齢者 （医）平成会 701-0012 要相談 中学生/高校生/大学生

小規模多機能

型居宅介護

小規模多機能ホーム

さん・らいふ
下庄715-2 9：00～15：00頃 1人

高齢者 （福）和福祉会 701-0111 年間通じて 中学生/高校生/大学生

小規模多機能

型居宅介護
庄の里「つどいの家」上東 上東822-7 10：00～15：00 2～3人

高齢者 （株）創心會 710-1101 いつでも可能 中学生/高校生/大学生

ショートステ

イ

創心會

ポジリハショート茶屋町
茶屋町1720-1

9：00～17：00

（希望に応じる）
2人

28

高齢者の方とのコミュニ

ケーション

高齢者の方とのコミュニ

ケーションをとっていた

だきます。

室内シューズ 個人情報の取り扱い ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

最寄駅中庄　徒歩25分

27

お年寄りとふれあってい

ただき、介護体験をして

ほしい

レクレーションや体操な

どお年寄りと一緒に行

う。

上靴 目的を持って参加してほしい。

利用者のプライバシー個人情報等他言し

ないこと。

①ボランティアによ

る手弁当

26

高齢者との関わりを持ち

ながら、色々なことを学

んでほしい。

利用者とのコミュニケー

ションや軽作業、清掃活

動の補助など

メモやペン、ハンドタオ

ル、着替え（汚れた時や

汗をかいた時など）、昼

食（必要時）、水分補給

用の飲み物

利用者との関わりのなかで、寄り添って話を

聞いて欲しいです。

又、秘密保持については守って下さい。

分からないことなどあれば、自己判断せず職

員に報告・相談してください。

①ボランティアによ

る手弁当

バス（JR倉敷駅より約15分）

水島方面行（四十瀬・小溝経

由）穴場神社前下車

水島臨海鉄道「西富井駅」下

車徒歩5～7分

25

施設でのお年寄りの生活

を知ってもらいたい。

・利用者の方への間接的

介助

・レクレーション等の補

助

上靴、弁当、水筒 利用者様についての守秘義務 ①ボランティアによ

る手弁当

JR中庄駅より徒歩20分

JRバス（倉敷⇔岡山）清心学

園又は備中庄バス停より徒歩

10分

24

高齢者の特徴、接し方、

高齢者施設とはどんなと

ころか

コミュニケーション、行

事や活動のお手伝いなど

運動しやすい服装、タオ

ル等

・高齢者への尊敬の念をもって言葉遣い名をに配

慮して接してほしい。

・利用者や施設のことをSNS等に載せない。

・自己判断せずに職員に指示をもらってほしい。

・体調がすぐれない時は休んでほしい。

①ボランティアによ

る手弁当

23

コミュニケーションの大

切さを学んでほしいです

利用者様のお世話 動きやすい服装（ジーン

ズ不可）動きやすい室内

靴（エプロンあれば）

施設利用者様の個人情報の厳守をお願い

します。

平日に来れる方でお願いします。週1か

らでも大丈夫です。時間も相談に乗りま

す。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担400円）

倉敷駅から徒歩約20分程度

新田中学校から北へ徒歩約5分

22

高齢者福祉・介護の実

際、理解

ご利用者様の活動補助・

お話し相手・環境整備

上履き（動きやすいも

の）、水筒、お茶（必要

に応じて）、弁当（必要

に応じて）

・ご利用者様に対して直接的介助は行わ

ない。

・職員の指示に対し、正確に従う

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担650円）

4



活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

高齢者 （有）ココテレサ 710-0801 指定なし 中学生/高校生/大学生

ショートステ

イ
ショートステイてれさ 酒津2512-2

9：30～16：00

（要相談）
人

高齢者 （医）誠和会 710-0803 8/1～18 大学生

デイケア 通所リハビリテーション 中島770-1 9：00～16：00 2人

高齢者 （特非）テッペン丸 710-0802
1週間程度

※柔軟に対応致します。
中学生/高校生/大学生

デイサービス
古民家デイサービス

蒼水丸
水江893-2 9：30～15：30 2～3人

高齢者 （医）誠和会 710-0048 8/1～18 大学生

デイサービス デイサービスせいわ 中島770-1 9：00～16：00 2人

高齢者 （株）GMプロジェクト 710-0016 7/1～8/31 中学生/高校生/大学生

デイサービス デイサービスゆんた中庄 中庄2239-8 9：00～16：00 2人

高齢者 （株）オージェックス 710-0845 高校生/大学生

デイサービス
デイサービスセンター

我が家
西富井654-6

10：00～16：00

の間で数時間
人

高齢者 （株）創心會 710-1101 特になし 中学生/高校生/大学生

デイサービス
創心会

五感リハビリ倶楽部茶屋町
茶屋町1720-1 10：00～14：00 1人

35

認知症の方々との関わり

方

ご利用者様とのコミュニ

ケーション、職員の援助

室内シューズ ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

34

お年寄りとふれあうこと

の大切さを学んでほしい

です。

草取り、コップ洗い、利

用者様とのお話し相手な

ど

・利用者様へのボディータッチ（接触行

為）は原則禁止とさせて頂きます。

①ボランティアによ

る手弁当

JR西阿知駅下車

33

認知症や身体機能が低下し

てきている高齢者に対し、

生きがいづくりやどのよう

に楽しんでいただくか、喜

んでいただけるかを考えな

がら接しているかを学んで

ほしいです。

レクレーション、コミュ

ニケーション、入浴介

助、送迎など

タオル、着替え 個人情報を外部に漏らさないようにして

ください。

ジャージではなく、普段着でお願いしま

す。

①ボランティアによ

る手弁当

32

介護現場 談話・レクレーション補

助・配膳等

動きやすい服、弁当、水

筒

個人情報

公共交通機関を使って来てほしい

①ボランティアによ

る手弁当

JR西阿知駅下車

31

・介護の楽しさ

・認知症の方への理解

・ご利用者様との交流や

活動を共にしていただく

・施設内の美化協力

動きやすい服・スニー

カー・上靴

・最低活動日数：1日　男女問わず

・ボランティアを休む場合は前日もしく

は当日8：30まで事業所に連絡してくだ

さい。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担300円）

山陽本線　西阿知駅　徒歩25

分程度、イオン倉敷バス停か

ら　徒歩10分程度

30

介護現場 談話・レクレーション補

助・配膳等

動きやすい服、弁当、水

筒

個人情報

公共交通機関を使って来てほしい

①ボランティアによ

る手弁当

29

思いやりの心 お茶出し、話し相手等 体操服（ジャージ）・タ

オル・飲み物

①ボランティアによ

る手弁当

5



活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

高齢者 （株）創心會 710-1101 特になし 大学生

デイサービス 創心会百年煌倶楽部茶屋町 茶屋町1720-1 10：00～14：00 2人

高齢者 （株）創心會 710-0834 特になし 中学生/高校生/大学生

デイサービス リハビリ倶楽部　笹沖 笹沖117 8：00～17：00 5人

高齢者 （株）両備ヘルシーケア 710-0803 中学生/高校生/大学生

デイサービス 両備ヘルシーケア 中島155-1 14：00～15：00 2～3人

高齢者 （福）敬友会 710-8023 特になし 中学生/高校生/大学生

デイサービス
デイサービスセンター

東倉敷
新田2605-4 8：00～17：30 2人

高齢者 （福）純晴会 710-0034 1週間以内でお願いします。 中学生/高校生/大学生

デイサービス
デイサービスセンター

浮洲園
粒江2500-1

9：00～16：00

（午前・午後のみでも可能で

す）

2人

高齢者 （福）浅原桃花会 710-0007 相談の上決定します。 中学生/高校生/大学生

デイサービス
浅原桃花園

デイサービスセンター
浅原380番地2 9：30～16：00 2人

高齢者 （有）ケアサポート倉敷 710-0024 日曜以外 中学生/高校生

デイサービス
デイサービス亀山

～和みの園～
亀山773-1 13：30～15：00 1～2人

JR茶屋町駅下車　倉敷駅行き

バス「帯江亀山」停、徒歩5分

42

認知症高齢者の理解 デイサービスに通って来

られている方との会話

上履き ・体験中知った事の個人情報を守るこ

と。

・笑顔で明るい方大歓迎です。

①ボランティアによ

る手弁当

倉敷駅よりバスで約20分（天

城、小川経由の下電バス）笹

無山バス停で下車して徒歩5分

の所にあります。

41

介護の仕事について、高

齢者の方々への接し方

・利用者様とのコミュニ

ケーション

・集団レクレーション

（ゲーム）手伝い等

上履き、タオル等 ・活動中は動きやすい服装（体操服等）

でお願いします。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

倉敷駅北口より自転車で20分

程度　※交通の便がよくあり

ません。

40

利用者様とのコミュニ

ケーションを通して、挨

拶や言葉づかい等を学ん

でほしい

利用者様とのコミュニ

ケーション、清掃活動

動きやすい服装・上履き 挨拶、礼儀、身なりを整える等、よろし

くお願いします。

①ボランティアによ

る手弁当

39

高齢者とのコミュニケー

ションの大切さ

ご利用者様とのコミュニ

ケーションをお願いしま

す。

お茶 ・動きやすい服装（ジャージ等）

・貴重品は自己管理

・個人情報保護

・休む時には必ず連絡してください

③受入側で用意（実

費負担500円）

自転車

38

個人情報の遵守 ①ボランティアによ

る手弁当

37

介護技術・接遇 ご利用者様との関わり、

コミュニケーション、リ

ハビリ体験

タオル、上靴、飲み物 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

36

高齢者の方々もしっかり

運動や脳トレーニングな

どを頑張っている姿を見

ていただきたいと思いま

す。

ご利用者様とのコミュニ

ケーション、一緒に体操

に参加、職員の援助

室内シューズ ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

6



活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

高齢者 （有）ココテレサ 710-0801 指定なし 中学生/高校生/大学生

デイサービス デイサービスセンターテレサ 酒津2512-2 9：30～16：00（要相談） 人

高齢者 （有）白寿 710-0065 日曜以外（定休日のため） 中学生/高校生/大学生

デイサービス 倉敷北デイサービスセンター 宮前42-1
9：00～16：00（時間応相

談）
1人

高齢者
あなぶきメディカルケア

（株）
710-0063 特になし 中学生/高校生/大学生

デイサービス

アルファデイサービスセン

ター

倉敷駅前通り

日ノ出町1丁目5-7 9：00～16：30 2人

高齢者 （医）明風会 710-0803 土日祝以外 中学生/高校生/大学生

デイサービス くすの木デイサービス 中島278-6
9：30～16：00の間の希望時

間
2人

障がい （株）エイド 710-0847 夏休み期間 高校生/大学生

児童発達支

援・放課後等

デイサービス

ほっとルーム倉敷 東富井987-10 14：00～18：00 1～2人

障がい （株）エイド 710-0834 夏休み期間 高校生/大学生

児童発達支

援・放課後等

デイサービス

ほっとルーム倉敷Ⅱ 笹沖695-1 14：00～18：00 1～2人

障がい （株）エイド 710-0038 夏休み期間 高校生/大学生

児童発達支

援・放課後等

デイサービス

ほっとルーム倉敷Ⅲ 新田3057-8 13：30～18：00 1～2人

49

発達障がい児との関わり

方

学習支援、自立促進、コ

ミュニケーション

上履き 服装はポロシャツ、チノパン（ジャー

ジ、スウェット、アクセサリー不可）交

通手段は要相談

①ボランティアによ

る手弁当

48

発達障がい児との関わり

方

学習支援、自立促進、コ

ミュニケーション

上履き 服装はポロシャツ、チノパン（ジャー

ジ、スウェット、アクセサリー不可）交

通手段は要相談

①ボランティアによ

る手弁当

47

発達障がい児との関わり

方

学習支援、自立促進、コ

ミュニケーション

上履き 服装はポロシャツ、チノパン（ジャー

ジ、スウェット、アクセサリー不可）交

通手段は要相談

①ボランティアによ

る手弁当

46

相手の立場を考え、思い

を理解しようとする姿勢

が大切だということを感

じていただけたらと思い

ます。

話し相手、レクレーショ

ンの補助等

動きやすい服装・内ばき 一般常識を守っていただけますようお願

いいたします。（挨拶、予定変更時は連

絡をくださるなど）利用者様と一緒に楽

しみましょう。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

45

高齢者との関わり方 お話し相手、飲み物の提

供、レクレーション

動きやすい服装でお願いします。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

44

高齢者福祉・介護の実

際、理解

ご利用者様の活動補助・

お話し相手・環境整備

上履き（動きやすいも

の）、水筒、お茶（必要

に応じて）、弁当（必要

に応じて）

・ご利用者様に対して直接的介助は行わ

ない。

・職員の指示に対し、正確に従う

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担650円）

43

思いやりの心 お茶出し、話し相手等 体操服（ジャージ）・タ

オル・飲み物

①ボランティアによ

る手弁当

7



活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

障がい （福）クムレ 710-0836 要相談 中学生/高校生/大学生

児童発達支援

事業所
きらり倉敷 沖194-1

9：00～16：00

（要相談）
１人

障がい （福）くるみ 701-0104
土、日、祝日はお休みです。

（8/13～15は休み）
中学生/高校生/大学生

就労継続支援

Ｂ型
ワークハウス　くるみ 山地1977 10：00～16：00 ５人

障がい （福）クムレ 701-0104

夏休み期間中

（日にちによって受け入れ困

難なため要相談）

中学生/高校生/大学生

ショートステ

イ
あしたば 山地1730-1

受け入れ初日はオリエンテー

ションの為、8：30～

その他の日は9：00～15：00

２人

障がい （福）クムレ 710-0002 火～金 中学生/高校生/大学生

地域活動支援

センターⅠ型
倉敷地域生活支援センター 生坂836-1 10：00～15：00 ２人

障がい （福）倉敷市総合福祉事業団 710-0834
火～土曜日

（日・月・祝休）
中学生/高校生/大学生

デイサービス
倉敷市身体障がい者

デイサービスセンター
笹沖170番地 10：00～15：30 １～２人

障がい 710-0146 夏休み中 中学生/高校生/大学生

当事者団体

重度重複障がい児者の

幸せを願う会　「ますかっ

と」

曽原149-16

プール活動

（10：00～12：30）

療育活動

（10：30～15：00）

２～３人

障がい 712-8011 7/27,8/2,8/21 中学生/高校生

当事者団体 倉敷市特別支援学級親の会 連島町連島491-11
7/27,8/2…9：30～12：

00、8/21…11：00～17：00
2～3人

56

その子に合った対応の仕

方

親と教師の懇談会の託

児、夏休み親子工作教室

8/21…体育館シューズ、

飲み物

支援が必要な子ども達です。いろんな性

格の子ども達なので、その子達に合わせ

た対応をお願いします。大学生のボラン

ティアの方と組んでの参加になりますの

で、安心して参加して下さい。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

くらしき健康福祉プラザ２階

（地図別紙）

55

私達は親子で活動してい

ます。最重度、重度の人

達とのふれあいを通じて

同じ命なのだと学んで頂

けるとうれしいです。

夏休み中（プール活動2

回）他月1回の療育活動

・動きやすい服装

・調理等ある時はエプロ

ン

友人と来て頂いた時も、子ども達と向き

あってふれあって頂きたい。（友人とば

かり話されているとさみしいです。）

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

③受入側で用意（実

費負担　　円）（行

事による）

プール、月例会だいたい倉敷

福祉プラザで行っています。

（時々外出体験もあるのでそ

の時は応相談）

54

障がいの特性を理解し、

人として積極的に関わる

姿勢を学ぶ。

①障がい者の方への介護

補助（レクリエーション

手伝い・話し相手等）

②施設内の清掃や製作物

手伝い

・活動しやすい服装（体

操服など）　　・運動靴

など

・明るいあいさつ、ていねいな言葉使い

・個人情報の守秘義務

・利用者様は皆様とのふれあいをとても

楽しみにされています。よろしくお願い

いたします。

①ボランティアによ

る手弁当

中庄駅から車で約１５分。

（送迎はない為、自分で来て

頂くようになります）公共交

通機関ありません。

53

障害のある方の地域生活

の様子、悩み。

・サロン（居場所）での

イベント補助

・特になし ③受入側で用意（実

費負担300円）

法人ホームページ参照下さ

い。

52

・障がいについて。

・障がいがある方の過ご

し方について。

・日中活動の参加。

・利用者の方との関わ

り。

・イベントのお手伝い

・健康保険証（コピー

可）

・筆記用具

・タオル

・着替え

・水分補給

・靴（外、中）

・帽子

・個人情報厳守

・明るく元気に積極的に出来る人

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

添付しています。

51

障がいがある人達もみん

なと同じなんだと感じて

もらえたらと思います。

障がいがある人たちと一

緒にクッキーや織り物の

お仕事のお手伝いやお話

し相手をして下さい。

・上ぐつ

・タオル

・動きやすい服装

・職員の指示をよく聞いて行動をして下

さい。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担150円）

中庄駅（ローソン側）から送

迎あり。

50

地域で暮らす、障がいを

持っているお子さんとの

関わり方。

遊びの時間、子ども達と

関わってもらう。

・エプロン

・上靴

・筆記具

・名札

・動きやすい服装

・お子さん、保護者個人情報保護

・関わり、対応に困る場合は職員に相

談。

①ボランティアによ

る手弁当
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活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

病院 （医）三十会 710-0007 8/7（火） 高校生/大学生

病院 倉敷神経科病院 浅原400 17:00～20:30 10人

ボランティア

団体
（NPO） 710-0132

7/22、7/31、8/11、8/19、

8/24
中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
スポーツライフ ’91天城 藤戸町天城60番地 12：30～15：30 多数

ボランティア

団体
710-0822

7/15、

8/24～8/26
中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
遊び場を考える会 稲荷町7-20-704

8/24のみ9：30

他は集合10：00～16：30頃

まで

5人

ボランティア

団体
710-0834 7/24（火） 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体

ガイドヘルパー 「手のひ

ら」
笹沖180 10人でも

ボランティア

団体
712-8031 7/25・8/22 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
倉敷・総社温暖化対策協議会 福田町浦田2461-76 5人

ボランティア

団体
710-0016 7/27（金） 中学生/高校生

ボランティア

団体
倉敷音訳の会 中庄1270 13：00～15：00 15人

ボランティア

団体
710-0132 8/4（土） 中学生/高校生

ボランティア

団体

倉敷青年ボランティアのつど

い
藤戸町天城2388-12 13：30～15：30 5～10人

くらしき健康福祉プラザ内

ボランティア交流室

63

車いすを実際に動かしな

がら車いすに乗っている

方の気持ちを考えてみよ

う

車いすに実際に乗って

ゲームやスポーツを体験

する。

動きやすい服装、タオ

ル、筆記用具

くらしき健康福祉プラザ

2階201研修室

62

視覚障がいと音声ボラン

ティアについて知っても

らう。

音声版広報くらしき等の

CDダビング発送作業、

音訳の体験

活動に真面目に取り組んで欲しい

くらしき健康福祉プラザ　ボ

ランティア交流室

61

地球温暖化防止のために

1人1人ができることを

知って実行すること

イオンモールに来るお客

さんに家庭の省エネを啓

発する活動です。クイズ

をしたり、電気の測定を

体験してもらいます。

・服装・・・制服 家庭の省エネについて、イオンモールに

来るお客さんに知ってもらう活動ですの

で、できるだけ積極的に過ごせるよう頑

張ってください。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

倉敷駅からイオン行きのバ

ス、または現地集合、または

市役所で乗り合わせ。

60

視覚障がい者への理解 ガイドヘルプ体験 動きやすい服装

くらしき健康福祉プラザ内

体育館

59

いろんな人と出会い関わ

りながら、自分から動く

こと見つけることの楽し

さ、みんなで一つの場を

つくっていくことの心地

よさを体感してほしい。

【プレイパーク（冒険遊び場）活

動】・準備、片付けはスタッフと一緒

にしてください。子どもたちのお世話

をする遊び場ではありません。自分が

「おもしろそう！」「やってみた

い！」と感じたことをやってみてくだ

さい。自主性に任せますので、自分で

考えて行動してください。

・昼食・飲み物・着替え・タ

オル

・（水流があるので）川遊び

をする人はある方が良いもの

…ビート板、浮輪、かかとの

あるサンダル、濡れてもいい

服（濃い色だと透けない）

・帰るときは必ずスタッフに言ってください。

・困ったことや怪我をした時はスタッフに言って

ください。

・汚れてもいい服装（私服）、着替え（靴も）持

参。

・川に行くときは、必ずスタッフの人と一緒に

行ってください。

①ボランティアによ

る手弁当

酒津公園（倉敷市酒津1556）

JR倉敷駅（北口）からイオン

モール倉敷・水江循環バスで

約5分「あけぼの橋」下車、徒

歩約10分

58

様々なハンディキャップ

を持っている方との交

流、お手伝い

高齢者・障がい者・児童

のスポーツをアシストす

る。一緒に遊ぶ。

飲み物、タオル、室内用

シューズ

57

①精神病院の役割

②精神疾患についての理

解

病院行事（盆踊り大会）

において

①会場準備と片付け作業

②飲食物配付時の補助作

業

③患者さんとの交流

運動のできる服装 ・病院の理念「ひとりひとりを大切に」に基づい

て、外部との交流を大切にしています。

・活動が夜間のため保護者の方に送迎を必ずして

もらって下さい。

・入院患者さんに関する個人情報の厳守（写真を

撮らない、ブログ等に記載しない）。

・活動中に困ったこと分からないことが有れば職

員に申し出ること。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

倉敷駅から車で約10分（倉敷

インターチェンジそば）
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活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

ボランティア

団体
710-0046 7月～8月（毎日） 中学生/高校生

ボランティア

団体

倉敷地区

ウェルカム観光ガイド連絡会

中央2-6-1

倉敷観光休憩所内

9：30～11：00、

13：30～15：00
8人

ボランティア

団体
710-0834 8/18（土） 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
倉敷要約筆記サークル 笹沖180 13：30～ 10人

ボランティア

団体
712-8044 8/19（日） 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
食育・おにぎりの会 東塚7-14-26 9：00～15：00 10人

ボランティア

団体
710-0834 8/8（水） 中学生/高校生

ボランティア

団体
ともしび点訳グループ 笹沖180 13：00～15：30 16人

ボランティア

団体
710-0807 8/18～8/19 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体

西阿知学区

ボランティアすみれ会
西阿知町1018-12

9：00～17：00までの希望す

る時間
10人

ボランティア

団体
712-8051 8/3（金） 中学生/高校生

ボランティア

団体
ひまわりの会 中畝5-11-17 9：00～15：00 ６人

地域団体 710-0836 7/22（日） 中学生/高校生

ボランティア

団体
大高夏祭り実行委員会 沖189-3 16：30～19：30 60人

大高小学校（堀南621）運動

場で開催。雨天の場合は渡り

廊下で実施。

70

地域のイベントを支えて

いる年代の違う人たちと

一緒に活動することで、

今まで知らなかった世界

を感じてもらえた

ら・・・

大高夏祭りの夜店の手伝

い、障がい者を支援する

事業所が出店する夜店の

手伝い

特になし

服装は自由

※貴重品は自己管理

夏の暑い中で戸外でのボランティアにな

るため、熱中症にならないようにそれぞ

れ注意を。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

西阿知小学校体育館（JR西阿

知駅から徒歩5分）

69

「食」の大切さを学んで

ほしい

親子食育体験の調理補助

等

・エプロン

・三角巾

・布巾

・水分補給のお茶

・手をふくためのタオル

身だしなみを清潔にしてください。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

くらしき健康福祉プラザ

68

ボランティアする一人ひ

とりの小さな力が大きな

力を生むことを学んでほ

しい。

ボランティアをするため

の活動資金を生むための

バザーの手伝い

暑い体育館での作業です

ので、水分補給ができる

よう、各自で持参してく

ださい。汗も結構出ます

ので、タオルも持参して

ください。

必ず指示しますので、それに従って作業

してください。

フレッシュな皆さんと一緒に作業できた

ら嬉しいです。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

総社市砂川公園　基本的に車

での移動になります。

67

点字の意義や打つことの

楽しさ

点字の基礎を学び、自分

の手で打つ体験をする

筆記用具 集合時間厳守と欠席の場合の連絡 くらしき健康福祉プラザ

ボランティア交流室

66

人と大自然の深いつなが

り

自然キャンプ場における

ミニゲーム、オーガニッ

ク食材を取り入れたBBQ

運動ができる服装、靴 受け入れ担当者の指示に従って、活動し

て頂きますようお願いいたします。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

倉敷美観地区内の倉敷物語館

が出発場所になります。

65

難聴者の理解 要約筆記体験

64

白壁と天領の街並みを学

んでほしい。

散策によるコースガイド

（入館ガイドは時間的に

無理です）

ノートなどのメモ用紙、

帽子、飲み物、ハンカチ

等（猛暑対策）

①車の交通等安全に留意してほしい

②自分なりのテーマを決めて参加してほし

い。（質問は大いに歓迎します。）

③ガイドの指示に従ってください。

④定期便コースですので、一般のお客様も同

行します。

①ボランティアによ

る手弁当
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活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

児童
（特非）

子育て応援ナビぽっかぽか
710-0052 いつでも 中学生/高校生/大学生

地域子育て支

援拠点
みんなの広場ぽっかぽか

美和1丁目8-5

山内服装専門学校2階
10：00～15：30 2人

児童 一般社団法人チカク 710-1101 特になし

地域子育て支

援拠点
ちゃやっこひろばチカク

茶屋町271-11

栗坂ビル202
9：30～12：00 2人

児童 （福）倉敷市総合福祉事業団 710-0834 一年中 高校生/大学生

地域子育て支

援拠点
倉敷市子育て支援センター 笹沖180 8：30～17：00 3人

児童
（特非）よりはぐプロジェク

ト
710-0846 年間を通して随時 中学生/高校生/大学生

地域子育て支

援拠点

子育てひろば「ほっとハウ

ス」
上富井628-12

10：00～15：00

（10：00～12：00　13：00

～15：00も可）

2人

児童 （福）秋穂福祉会 710-0846 常時 中学生/高校生/大学生

学童保育
清心子どもの家

児童育成クラブ
上富井160-2

長期休暇中

9：00～17：00

平常時

14：00～17：00

1～2人

児童 710-0046 7/20～8/31 中学生/高校生/大学生

学童保育 くらしき夢クラブ
中央1-21-1

（倉敷西小学校内）
8：30～16：00 ３人

児童 710-1102 中学生/高校生/大学生

学童保育
茶屋町児童育成

ゆめっこクラブ
茶屋町早沖445

9：00～13：00

13：00～17：00
3人

芸文館近く

77

子どもたちといっぱい遊

んでふれあってくださ

い。

放課後児童の保育（小学

1年生～5年生）

・帽子（外遊びあり）・

弁当・お茶・動きやすい

服装・運動靴

・児童の個人情報を漏らさないというこ

とを守って下さい。

①ボランティアによ

る手弁当

茶屋町小学校内にあります。

（瀬戸大橋線・宇野線・茶屋

町駅から徒歩10分）

76

児童を通して人との関わ

りや決まりやルールの大

切さを知る。思いやりの

気持ちを持つ。

児童との遊び。支援員の

手伝い。

着替え・タオル・帽子・

お茶・お弁当・勉強する

もの（児童の勉強時間に

宿題等をしてくださ

い。）

夏休みは暑いので、体調管理は必ず各自

で行ってください。

7/7（土）は夏祭りをしますのでボラン

ティアのできる方はお願いします。（西

小学校卒業生に限る）

①ボランティアによ

る手弁当

75

子どもと関わる楽しさ、

大変さを学んでほしい

遊びや生活を通して子ど

もと関わること、掃除な

どの雑務

・筆記用具・水筒・弁当

（一日の場合）ジャージ

等の動きやすい格好で来

てください。

・時間を守って、遅刻や欠席の場合は、必ず連絡

をしてください。感染症予防のため、体調が悪い

場合は欠席するようにしてください。

・ボランティア活動の内容（特に子どもの様子や

写真）をインターネットやSNS等に決して書き込

まないでください。活動中の写真撮影は禁止しま

す。

①ボランティアによ

る手弁当

74

・自分の成長の過程をふ

りかえり、命の大切さに

気付いてほしい。

・子育てに対する興味が

わき、将来の進路や親に

なるライフイメージを持

てるように

子どもの遊びの見守り、

親子と接する（会話・遊

び）

動きやすい服装 ボランティア保険に必ず加入しておいて

ください。

①ボランティアによ

る手弁当

茶屋町駅前　東進ハイスクー

ルのあるビルの2階です。入り

口は美容院の奥側。

73

就学前（0～6歳）までの

親子とのふれあい

就学前（0～6歳）までの

親子とのふれあい

汚れてもよい服装で、動

きやすい服装で　お茶等

持参

時間厳守

積極的に親子に関わる

個人情報の取り扱いに注意

①ボランティアによ

る手弁当

72

子育て支援、保育の現場 未就学の親子が都合のよ

い時間に訪れて、子ども

の年齢にあったおもちゃ

で遊んだり相談したりで

きる居場所の提供

エプロン 赤ちゃんが多く訪れます。爪は短く切っ

て、長い髪はゴムでまとめてご参加くだ

さい。

①ボランティアによ

る手弁当

71

・乳幼児期の子どもとの

かかわり

・乳幼児期の親子が交流

する場（地域子育て支援

拠点）の様子を知る

利用者親子（0～3歳）の

見守り（一緒に遊ぶ、話

をする等）

・動きやすい服装

・水分補給できるもの

・お弁当（一日ボラン

ティアしてくださる人の

み）

ひろばで聞いたことは外部で話さないよ

うにしてください。（守秘義務）

①ボランティアによ

る手弁当

倉敷中央病院救急入り口真向

いの建物です。
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活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

児童 710-0048 7/20～8/30 高校生/大学生

学童保育 万寿東けやき児童クラブ 福島410 9：00～12：15 2人

児童 710-0062 年間を通じていつでも 中学生/高校生/大学生

学童保育 万寿学区 亀の子 浜町2丁目3-1

夏休み

9：00～18：30

平日

15：00～

10人

児童 （福）倉敷市総合福祉事業団 710-0031 夏休み（日曜以外） 中学生/高校生/大学生

児童館 倉敷児童館 有城710 8：40～17：15 3人

児童 （福）倉敷市総合福祉事業団 715-0065 中学生/高校生/大学生

児童館 倉敷北児童センター 宮前92番地-1 9：00～16：00 3人

児童 （福）秋穂福祉会 710-0846 9月、11月、12月以外 中学生/高校生/大学生

保育園 清心保育園 上富井161-1 9：00～17：00 1～2人

児童 （福）きっしょう会 710-0024 7/20～8/30 中学生/高校生/大学生

保育園 かめやま保育園 亀山545-10 9：00～16：00 3人

児童 （福）きっしょう会 710-1102 7/23～8/25 中学生/高校生/大学生

保育園 はやおき保育園 早沖978-2 3人

84

保育士という仕事の大変

さとやりがいを少しでも

実感してほしいと思いま

す。

保育補助・水やり・清掃 ・エプロン・三角巾・水

筒・タオル・帽子

・三日以上続けて来てくださると助かり

ます。

・調子が悪い時や感染症が疑われる場合

は休んでください。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

83

保育園の仕事、子どもた

ちと関わる楽しさ

保育準備・手伝い・清

掃・水やり・片付け等

・水筒・タオル・帽子・

エプロン・三角巾・

シューズ

・わからないことがあれば自分で判断す

ることがないように、何でも職員に聞い

てください。

・最低三日間は継続でお願いします。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

・JR茶屋町駅より自転車で20

分

・バスは亀山郵便局前で下車

し徒歩5分

82

子どもと関わる楽しさ、

大変さを学んでほしい

遊びや生活を通して子ど

もと関わること、掃除な

どの雑務

・筆記用具・水筒・

ジャージ等の動きやすい

格好で来てください。

・時間を守って、遅刻や欠席の場合は、必ず連絡

してください。感染予防のため、体調が悪い場合

は欠席するようにしてください。

・ボランティア活動の内容（特に子どもの様子や

写真）をインターネットやSNS等に決して書き込

まないでください。園内での写真撮影は禁止しま

す。

①ボランティアによ

る手弁当

自転車可

「山陽ハイツ入口バス停」よ

り徒歩2分

81

児童（0～18歳）と関

わって遊ぶ楽しさ

行事の準備・手伝い・片

付け、環境整備、来館児

童と共に遊ぶ

体育館シューズ、弁当、

お茶、タオル、帽子

挨拶をする、時間を守る、報告する　頼

まれたことは最後まで本気で取り組む

①ボランティアによ

る手弁当

80

人の役に立つことの喜

び。児童館で子どもたち

が楽しく安全に遊ぶため

に大切な事など

遊びの支援、おもちゃの

かしだし対応、行事の準

備環境整備

お茶・昼食（必要に応じ

て）・タオル・帽子

・報告・連絡・相談をきちんとする。

・決まりを守る。

①ボランティアによ

る手弁当

平田口バス停又は福島バス停

79

1年生～6年生の児童への

宿題指導や一緒に遊ぶこ

と

水筒・帽子・タオル・服

装は学校の体操服・運動

できる靴

①ボランティアによ

る手弁当

78

子どもを通して人とのか

かわり方、思いやりの心

をはぐくんでほしい。

学童の子どもたちを安全

にルールを守って保育の

手伝いをしてください。

帽子・水筒・汗ふきタオ

ル・運動靴

12



活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 所在地 受入希望時間 一日の受入人数
番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

児童 （福）倉敷福祉事業会 710-0253 中学生/高校生/大学生

保育園 昭和保育園 昭和2-2-18 9：00～16：00 10人

児童 （福）倉敷福祉事業会 710-0825

土日祝

8/13～8/15

以外の日

中学生/高校生/大学生

保育園 中洲保育園 安江550-63 9：00～16：00 5～6人

児童 （福）倉敷福徳会 710-0841 中学生

保育園 小谷かなりや第二保育園 堀南1012-2

9：00～12：00

または

13：00～16：00

4人

児童 （福）倉敷福徳会 710-0844 夏休み（8/24まで） 中学生/高校生/大学生

保育園 小谷かなりや保育園 福井205 9:00～16:00 6人

児童 （福）啓心福祉会 710-0815
7月～11月、

1月、2月
中学生/高校生/大学生

保育園 みらい保育園 日吉町213-1 8:30～15:30 3人

児童 （福）三和会 710-0047 7/23～8/24 中学生/高校生/大学生

保育園 三和保育園 大島287-3 8：30～16：00 2人

児童 （福）中野社会福祉協会 710-0132 中学生/高校生/大学生

保育園 天城保育園 藤戸町天城2388-12 8：30～16：30 6～7人

倉敷駅から徒歩20分

91

子どもたちと関わる仕事

の楽しさや、大変さを学

んでほしい。

子どもたちの生活のサ

ポート（食事、排泄

等）、一緒に遊ぶ、掃

除、手伝い

・エプロン・水筒・

シューズ・帽子

・保育者だけでなく園を利用する保護者

や子供たちにきちんと挨拶をしてほし

い。

・園の物は大切に扱ってほしい。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

下電バス、藤戸寺下下車

90

保育の楽しさ、やりが

い、子どもとのかかわり

方

保育の手伝い（プール・

水遊び・雑用等）

・活動しやすい服装・運

動靴・上靴・帽子・エプ

ロン・三角巾・マスク・

水遊び等でぬれた時用の

着替え

・子どもの命を預かっていることを第一

に考え、まじめに取り組んで下さい。

・個人情報、園で知り得た情報を漏えい

しないこと。

・保育士の仕事に興味がある方、子ども

が大好きな方大歓迎です！

①ボランティアによ

る手弁当

水島臨海鉄道浦田駅より　徒

歩10分

89

自ら進んで気づいて行

動・あいさつができる

保育補助、洗濯、掃除な

ど

・体操服上下・運動靴・

帽子・上履き・タオル・

ハンカチ・筆記用具・弁

当・水筒・箸・ボラン

ティアノート

・時間厳守

・休む時、遅れる時は必ず電話を入れ

る。

①ボランティアによ

る手弁当

88

保育士のお仕事を体験 ・乳幼児のお世話や保育

室、園庭等の清掃。保育

士の手伝い。

・活動しやすい服装（体

操服）・上靴・帽子・弁

当・タオル（ハンカチ）

・時間厳守

・安全に気をつけて、まじめに取り組ん

で下さい。

・最低活動日数は3日（3～5日活動して

いただけると助かります。）

①ボランティアによ

る手弁当

水島臨海鉄道球場前駅より

徒歩5分

87

保育士の楽しさや大変さ 保育士の手伝い、子ども

と一緒に遊ぶ

・体操服・上靴・帽子・

水筒・筆記用具

・健康であること（自己管理）自分も子供もケガ

のないように気をつけること。

・小さいことでも早めの報告・連絡をすること。

・保育園でのこと（個人情報）守秘義務を守る。

・あいさつをしっかりする。

86

責任感をもって行動する

こと

乳幼児の保育補助、清掃

等

・帽子・着替え（水・泥

遊びで濡れるかもしれな

いので）・タオル・ハン

カチ・ティッシュ・上履

き・水筒

・安全面に配慮すること。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

85

社会の役に立つという充

実感、気付いたことや感

じたことを言葉や行動に

表す体験。人の立場に

立って考えたり、思いを

汲み取ったり共感する体

験など

乳幼児の保育補助、環境

整備や雑務

・運動しやすい服装・帽

子・水筒・着替え

（上）・ハンカチ・タオ

ル

・ボランティアノートにある心構えは実践してほしい

です。

・その他守ってもらいたいことは初日に話をさせても

らいます。（子ども・保護者にも挨拶、感染症予防の

ため十分な手洗い、子どもの名前を呼び捨てにしな

い、言葉遣いに気をつける等）

・予防接種、技能、活動日数は問いません。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

給食がなく弁当の日

は必要となります。

13



活動先一覧　倉敷地区 

分野 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者
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児童 （福）遍照会 710-0807
7/20～8/31（土・日・祝除

く）
中学生/高校生/大学生

保育園 遍照保育園 西阿知町465-1 9：00～16：00 3人

児童 （福）宝和会 710-0043 7月～2月 中学生/高校生/大学生

保育園 羽島保育園 羽島233-1 9：30～15：00 1人

児童 （福）真光福祉会 710-0002 いつでも 大学生

保育園 東雲保育園 生坂1427 8：30～16：30 4人

児童 （福）四つ葉会 710-0011
7月、8月中旬まで

11月、2月
高校生/大学生

保育園 杉の子第二保育園 徳芳36-4 10：00～16：00 3人

児童 （福）良友福祉会 710-0845 高校生/大学生

保育園 みどり保育園 西富井1350-2 8：30～16：00 2人

児童 （福） 710-0046 8/1～8/31 中学生/高校生/大学生

保育園 若竹の園 中央1丁目6-12 8：30～16：30 3人

児童 倉敷市立 710-0826 7月～8月 中学生/高校生/大学生

保育園 老松保育園 老松町4丁目12-52 9：00～16：00

98

仕事をするときの態度、

チームワークの大切さ、

社会学習

保育園の環境整備、保育

の補助、作業等

・活動しやすい服装・帽

子・運動靴・室内靴・水

分補給用お茶・夏なので

濡れた時の着替えやタオ

ル等あるとよい・弁当

・小さい子どもが相手の職場なので周りに十分注

意を払って行動してほしい。

・健康管理に気をつけ、体調の悪い時には仕事を

休んだり早退する等してほしい。

・守秘義務があるため、ボランティア活動中に知

り得たことは口外しないでほしい。

・数名で一緒に来られた時に仲間同士での私語は

慎んで仕事をしてほしい。

①ボランティアによ

る手弁当

ホームページをご覧くださ

い。

97

乳幼児の保育補助・環境

整備

上履き・ハンカチ・

ティッシュ・活動しやす

い服装・日よけ帽子・エ

プロン・三角巾

・子どもの個人情報など守秘義務を守っ

てください。

・乳幼児が相手なので立ち振る舞い、言

動などに気をつけてほしい。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

JR倉敷駅から徒歩15分、バス

停「倉敷国際ホテル前」下車

徒歩1分

96

協調性・話を聞く・子ど

もを育てる楽しさ、大変

さ

・環境整備・子どもと遊

ぶ・世話をする

・帽子・水筒 ・時間厳守

・あいさつは大きい声ではきはきと

・個人情報保護

①ボランティアによ

る手弁当

山陽インター倉敷近くに位置

しています。バス無し。車か

自転車で来れる方。

95

特にないです 保育補助 動ける服装で来てくださ

い・弁当・お茶・帽子・

汗拭きタオル

・やる気のある方のみ参加して頂きたい

です（友達と一緒ではなく、一人でもボ

ランティア活動をしてみたいという意欲

のある方）

①ボランティアによ

る手弁当

JR中庄駅から徒歩5分

94

保育所とはどんなところ

なのか。年齢に応じた保

育内容。

・保育士の補助

・遊びや環境設定等

・箸

・着替え（汚れた時）

・水分補給（必要に応じ

て）

・園内で知り得た情報（特に園児に関す

ること）は口外しない。

・爪は短く。

・3日間は続けて来てもらいたい…要相

談

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

西阿知駅から徒歩15分

93

保育の仕事の楽しさ 保育補助 ・上靴・外靴・帽子・ハ

ンドタオル・エプロン・

三角巾・筆記用具・プラ

スティックコップ

・保育園で知り得た保護者や子どもの情

報はプライバシーに関わるので、絶対に

園外では話題にしない。

・困った時や、疑問に思った時は、自分

勝手に判断しないで担任保育士、または

近くの職員に聞く。

①ボランティアによ

る手弁当

92

子ども達との関わりを通

して、様々な事を感じ

とってもらいたい。

園児たちと安全に遊ぶ、

掃除などの手伝い

・上靴・帽子・タオル・

弁当・水筒・汚れた時用

の服、メモ帳、筆記用

具、エプロン、三角巾

・最低活動日数は3～5日（土日祝を除いて）は

必ず守って下さい。

・一日の募集人数は3人までですので、調整時に

希望にそえない場合があります。

・一度決めた（調整した）活動日の変更は出来ま

せん。（一日の受け入れ人数がオーバーする為）

①ボランティアによ

る手弁当

14
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児童 倉敷市立 710-0817 ７月～9月 中学生/高校生/大学生

保育園 大内保育園 大内1048-1 9：00～16：00 3人

児童 倉敷市立 710-0062 ８月 中学生/高校生/大学生

保育園 大内保育園万寿分園 浜町2-3-1 8：30～16：00 1人

児童 倉敷市立 701-0111 7/17～8/31 中学生/高校生/大学生

保育園 庄保育園 上東817-2

9：00～12：00

または

9：00～15：00

3人

児童 倉敷市立 710-1101 6/1～2/28 中学生/高校生/大学生

保育園 茶屋町保育園 茶屋町165-2 3～4人

102

自主的に考え行動ができ

るようになっていく

環境整備・保育の援助 ・活動しやすい服装

・運動靴

・帽子

・弁当

・エプロン

・マスク

・個人情報が多くありますので、守秘義

務をしていただきたいです。

・活動中は私語が多くならないようにお

願いします。

・明るく元気な方をお願いします。

①ボランティアによ

る手弁当

101

・子どもたちとふれあう

ことで子どもとのかかわ

り方を知る。

・与えられた作業を職員

に教えてもらいながら責

任をもって取り組む。

環境整備（草取り・絵本

の修理・ペンキ塗りな

ど）の手伝い、水遊びの

準備、片付けの手伝い

・帽子・水筒・タオル・

着替え・上靴・運動靴・

ビーチサンダル

・子どもが好きで、保育園でのボランティアに意

欲をもっている方に来てほしい。

・最低2日は来てほしい

・園内のこと（子どもに関して）は外で話さない

こと（子どもの個人情報）

・子どもに対する姿勢（笑顔、優しい話口調等）

で接することを心掛けてほしい。

①ボランティアによ

る手弁当

100

働くことの楽しさや自分

の力がいかせることの嬉

しさ

・子どもと一緒に遊ぶ

・片付けや手伝い、また

は作業など

・上靴・戸外で遊べる

靴・エプロン・帽子・水

筒・弁当・汗拭きタオ

ル・汚れてもよい服など

・体調が悪い時はご遠慮ください。

・園で知り得た情報は外部に漏らさない

・駐車場がないので、自転車か徒歩でお

願いします。

①ボランティアによ

る手弁当

99

子どもたちとしっかりか

かわって子どもたちとか

かわる楽しさを学んでほ

しいです。

子ども足りの保育補助

環境整備

・上靴

・帽子

・健康な方

・最低活動日数　2日

①ボランティアによ

る手弁当

イオンモール倉敷の西側

15


