
活動先一覧　　児島地区

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）鷲山会 〒711-0936 いつでも 中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム
倉敷シルバーセンター 児島柳田町355-1 8:30～17:30の時間内 2人

高齢者 (福）しおかぜ 〒711-0927 7/20～8/31 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　しお

かぜ
下津井1482 9:00~15:00 3人

高齢者 （福）しおかぜ 〒711-0904 いつでも 中学生/高校生/大学生

養護老人ホー

ム

養護老人ホーム

倉敷市琴浦園
児島唐琴3-14-5 9:00～16:00 3人

高齢者 （医）おぎの内科医院 〒711-0934 特になし 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
本荘グループホーム 児島塩生405-11 11:00～15:00 1～２人

高齢者
（株）グループホーム長楽

園
〒711-0932 いつでも２～３日間 高校生

グループホー

ム
グループホーム長楽園 菰池3-434 9:00～16:00 2人

高齢者 （株）メゾネット 〒710-0142 特になし 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム星の家

ゆうづつ
林471-1 8:00～18:00の間 1~4人

高齢者 〒711-0934 特になし 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホーム大空 児島塩生1834-1 10:00～17:00 1人

高齢者 （福）鷲山会 〒711-0936 感染症流行期間以外 中学生/高校生/大学生

老人保健施設
倉敷シルバーナーシング

ホーム
児島柳田町355-1 10:00～16:00 2人

通所リハビリテーション

の役割、高齢者施設の役

割、高齢者との関わり

方。

服装は体操服、ジャージ

など活動しやすいもの。

上履き、汗拭き用タオ

ル、水分、弁当、着替え

守秘義務。体調不良がある場合は、速や

かに申し出てください。元気よく、積極

的に活動に取り組んでください。 ①ボランティアによ

る手弁当

JR児島駅　新児島団地入口バ

ス停で下車　徒歩30分（自家

用車での来所をお勧めしま

す）

通所リハビリテーション

（デイケア）にて、ご利

用者と交流（寄り添い、

レクレーション）館内清

掃等

利用者様とのレクリエー

ション活動

話し相手、活動援助等高齢者や認知症について

知って頂きたい。

動きやすい服装、上履き 認知症の方への対応等については当日説

明

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

認知症であってもできる

ことがたくさんあること

動きやすい服装、上靴

（スリッパ可）、タオ

ル、エプロン

利用者様へのやさしい気遣いをお願いし

ます。分からないことは当スタッフが説

明し、一緒に楽しめるよう協力いたしま

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　３００円）

入居者との関わりを持つ

為、会話をしてもらう

（昔話等を聞き役として

傾聴）レクリエーション

を一緒に行なったり、生

活を共にしてもらう。

認知症の生活介護

注意事項・特記事項 昼食

ご利用者の話し相手、館

内清掃など

入所者とのふれあい活

動、生活支援体験 ①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担307円）

下電バス王子ケ岳線琴浦園口

下車徒歩1分

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

145

高齢者との関わり方 高齢者とのコミュニケー

ション、清掃活動

動きやすい服装（学校の

体操服）水筒、上履き

アクセス

144

高齢者福祉に興味を持っ

てもらいたい

動きやすい服装（体操服

等）、着替え、屋内

シューズ

インフルエンザ等感染症流行の動向に

よっては、受入困難な場合があります。 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）

体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物

あいさつをしっかりしてほしい。

言葉づかいに気をつけてほしい。

番号

①ボランティアによ

る手弁当

150

151

高齢者の方々への応対 上履き、筆記用具 体調不良の際には無理せずに休んでくだ

さい。

インフルエンザ流行期は受入を中止しま

す。

認知症の方への理解 スニーカー、体操服 入所されている方の中に無遠慮に踏み込

まないようにして欲しいです。

認知症という病気を持った

方々が、グループホームとい

う家で尊厳のある生活をし、

今までの生活を継続出来るよ

う提供して、出来る事をしな

がら穏やかに過ごしてもらう

ことを目標としている。

146

147

148

149

上靴、ジャージ等（動き

やすい服装）、飲み物
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活動先一覧　　児島地区

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

高齢者 （医）協愛会 〒711-0923 特になし 中学生/高校生

デイケア 老人保健施設オアシスK-3 児島阿津2-7-53 8:30～16:00 3人

高齢者 （株）SUN　GLOW 〒711-0937 随時 中学生/高校生/大学生

デイサービス デイサービスかがやき 児島稗田町1707 10:00～15:00の間 2人

高齢者 （株）コーワ・アイ 〒710-0142 ８月21,22,23日 中学生/高校生/大学生

デイサービス
コーワ・アイ

デイサービスセンター
林514 9:30～16:00 4人

高齢者 （福）王慈福祉会 〒711-0906 いつでも 中学生/高校生/大学生

デイサービス
王慈園デイサービスセン

ター
児島下の町5-2-17 9:00～16:00 3人

高齢者 （福）浩志会 〒711-0906 8月 中学生/高校生/大学生

デイサービス 碧空デイサービスセンター 児島下の町5-7-10
①8:00～17:00  ②

13:00~16:00
2～3人

障がい （福）クムレ 〒711-0921 いつでも 中学生/高校生/大学生

児童発達支援

事業
きらり児島 児島駅前4-92 9:00～16:00の間 １人

障がい （福）王慈福祉会 〒711-0906 7/20～8/31 中学生/高校生/大学生

障がい者支援

施設
王慈療護園 児島下の町2-12-24 9:00～16:00 3人

障がい （福）王慈福祉会 〒711-0906 7/20～8/31 中学生/高校生/大学生

生活介護 エンゼル 児島下の町2-12-24 9:30～16:00 人

JR瀬戸大橋線上の町駅下車⇒

児島循環バス（ふれあい号）

王慈園前バス停

障がい者に興味・関心を

持って欲しい。

利用されている方々との

コミュニケーション、各

種行事やプログラムへの

参加

動きやすい服装（ジャー

ジ、体操服など）、上履

き（体育館シューズな

ど）

職員の指示のもと行動すること。自己の

判断で行動しないこと。

①ボランティアによ

る手弁当

利用児と遊ぶ、活動の補

助、生活面の介助

障がい者に興味・関心を

持って欲しい。

動きやすい服装、上履き

（体育館シューズ）

挨拶をおこなうこと。職員の指示を守

り、勝手な判断で行動しないこと。

①ボランティアによ

る手弁当

JR児島駅又は上の町駅より循

環バス（ふれあい号）乗車

し、王慈園前又は沖熊橋バス

停下車

利用児と関わることの楽

しさ、福祉の仕事はどの

ようなものか知って欲し

い。

うわぐつ、水筒、帽子、

メモ帳、ペン、弁当、動

きやすい服装

利用児の人権をまず守ること、社会的な

ルールや規律を守ること。個人情報を漏

えいしないこと。 ①ボランティアによ

る手弁当

利用者とのコミュニケー

ション、施設内での清

掃、その他、希望があれ

ば相談の上決定。

①ボランティアによ

る手弁当

デイサービス行事の夏祭

りの手伝い

奉仕の精神～ともに楽し

み、ともに喜び～

着替え（体操服、Tシャ

ツ、ポロシャツ）体育館

シューズ ③受入側で用意（実

費負担300円）

滑口バス停の目の前

高齢者との接し方 動きやすい服装、うわぐ

つ

守秘義務。

できれば３日間通して来ていただきたい

が無理なら１日でも ①ボランティアによ

る手弁当

最寄バス停「曽原口」

人生の大先輩を敬い、人

と人とのつながり。

レクや運動（話し相

手）、食事の準備等

シューズ、お茶 利用者様を中傷するような言動は謹んで

ください。個人情報の保護（知り合った

方の名前や住所、病名等）

琴浦西小学校から南へすぐ

高齢者とのコミュニケー

ション方法や接し方等

体操服等、動きやすい服

装

自分で判断せず、職員の指示に従ってく

ださい。守秘義務。

①ボランティアによ

る手弁当

JR瀬戸大橋線　上の町駅より

徒歩１５分、児島循環バス

（ふれあい号）王慈園前

利用者とのコミュニケー

ション、レクリエーショ

ンの補助など

①介護全般　②楽器演

奏、劇など

利用者とコミュニケー

ション等を図っていただ

く。

通所リハビリの一日の流

れを学んで欲しい。

①ボランティアによ

る手弁当
152

153

154

155

156

157

158

159
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活動先一覧　　児島地区

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

障がい （福）P.P.P. 〒710-0142 いつでも 中学生/高校生/大学生

生活介護、就

労継続B型

P.P.P.プラットフォーム：児

島
林1138

10:00～12:00  13:30～

15:00
1人

障がい
（福）倉敷市総合福祉事業

団
〒711-0921 7/22又は8/19 中学生/高校生/大学生

地域活動支援

センターⅠ型

児島障がい者支援センター

はばたき
児島駅前4-83-2 9:30～15:30 5人

地域団体 〒711-0903 7月28日（土） 中学生/高校生

その他
琴東地区社会教育コミュニ

ティ推進協議会
児島田の口4-12-40 午前9~12時　　午後４~8時 ３０人

地域団体 倉敷市社会福祉協議会 〒711-0912 7月31日（火） 中学生/高校生

サロン 児島事務所
児島小川町3681-3（児

島支所4階）
午前9~12時 ５人

児童 〒711-0932 8/2,8/16 中学生/高校生/大学生

子育てサロン 親子リズムの会 菰池2-9-26 9:30～12:00 2人

児童 （福）愛和福祉会 〒711-0914 お盆を除く月～金 中学生/高校生/大学生

地域子育て支

援拠点
三宝すくすくランド 児島味野城2-1-5 9:00～12:00 2人

児童 倉敷市立短期大学 〒711-0937 7月23日、25日、27日 高校生

地域子育て支

援拠点
倉短ひろば“くららっこ” 児島稗田町160 9:00~16:00 2人

児童 倉敷市 〒711-0912 8月28日 中学生

はじめの一歩

教室
児島保健福祉センター 児島小川町3681－3 8:30～12:00 2人

子育て支援拠点を利用す

る親子（主に０～３歳の

子どもとその親）とのふ

れあい。遊びの準備、片

付け。

身体計測のお手伝い、参

加者との交流

子育ての実際や命の大切

やを学んで欲しい。

動きやすい服装、飲み物 体調管理を十分にして欲しい。爪は短く

し、身だしなみはきちんとする。

倉敷市役所児島支所

それぞれの活動目的を

もって、ボランティア活

動を体験して頂くこと

で、それぞれに気づきや

学びがあります。

靴下、エプロンの着用。

帽子、飲み物、着替え、

タオル

守秘義務。職員の指示に従い、不明な点

や困った時は職員に相談すること。携帯

電話を使用しない。器具などの使用は必

ず許可を得ること。
①ボランティアによ

る手弁当

JR児島駅から徒歩25分

バス；児島文化センター前下

車　徒歩5分

就学前の子ども、主に乳

児なので「子どもはこん

な様子だな」ということ

を知って欲しい。

タオル、室内シューズ、

飲料水

子どもは抵抗力が弱いので、風邪や下痢

等体調の悪い時は遠慮して欲しい。

児島公民館赤崎分館環境整備、親子さんと触

れ合って遊ぶ

環境整備（室内の掃除、

遊具の消毒）親子との交

流、夏遊びの準備、片付

け

お祭り行事の手伝い（会

場作り、売店、被災地募

金）

「ふれあいサロン交流

会」のお手伝い。会場準

備や受付、情報交換会に

入ってください。

地域の子育て親子に興

味・関心を持ち、自身の

将来を重ね見て実体感を

して欲しい。

お茶、着替え、汗拭きタ

オル

守秘義務。活動時間中はスマホを使用し

ない。体調管理。小さい子が利用する場

なので、危険な行為をしないが、積極的

に親子と交流して欲しい。

地域の一人暮らし高齢者

等が孤立しないように、

定期的に集まっている

「ふれあいサロン」の活

動について。

動きやすい服装、筆記用

具

個人情報は外部へは漏らさないでくださ

い。

健康には留意してください。

倉敷市役所児島支所２階・大

会議室

町おこし、地域の絆 汚れてもよい服装、汗拭

きタオル、軍手

行き帰り交通事故に合わないように気を

つけること。夜遅くなる時間帯はおうち

の人の送迎が望ましい。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

場所；琴浦東小学校

バス；王子ヶ岳方面⇒由加登

山口バス停

JR児島駅より徒歩5分。下電

バス児島警察署前すぐ（児島

警察署のすぐ隣）

障がいがあるということ

が特別でないこと。事業

所でどんなことをしてい

るか。

タオル、水筒、帽子、上

靴、動きやすい服装

帽子をきちんとかぶる。守秘義務。「障

がい」の理解（理解できなくとも前向き

に受け入れる姿勢）。貴重品は出来るだ

け持ってこない。

利用者の方と楽しく交流

していただき、交流を通

して様々なことを感じ、

考えていただければと思

います。直接介護はあり

ません。

エプロン（クッキング時

に必要）、動きやすい服

装

挨拶などのマナーは気持ちよくお願いし

ます。利用者の方の個人情報の保護につ

いて理解し、厳守してください。 ③受入側で用意（実

費負担200円、簡単

クッキング）

成人　自動車の部品、マ

ンションの部品、歩行、

創作、畑、児童　遊びを

通した療育、少人数での

療育

簡単クッキング、卓球

サークル、季節行事への

参加、利用者の方との交

流、話し相手

160

161

162

163

164

165

166

167
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活動先一覧　　児島地区

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

児童 （福）愛和福祉会 〒711-0914 夏休み 大学生

認定こども園 三宝認定こども園 児島味野城2-1-5 6時間程度 2人

児童 （福）しおかぜ 〒711-0926 7月~８月 中学生/高校生/大学生

認定こども園 しおかぜ認定こども園 下津井吹上214 9:00～16:00 3人

児童 倉敷市 〒711-0906 ７．８月 中学生/高校生/大学生

認定こども園
倉敷市立琴浦西

認定こども園
児島下の町5-3-15 9:00～16:00 5人

児童 倉敷市 〒711-0911 7/20～8/10 中学生/高校生/大学生

認定こども園
倉敷市立柳田

認定こども園
児島小川9-3-1 4人

児童 （福）王慈福祉会 〒711-0906 7/20～8/31 高校生/大学生

保育園 琴浦中保育園 児島下の町9-12ア-8 9:00～17:00 2人

児童 （福）寿宝会 〒711-0911 7/23～27,30,31 中学生/高校生/大学生

保育園 竜王保育園 児島小川4-5-13 9:00～16:00 5人

児童 （福）無量会 〒710-0146 8/1~8/31(13~17日を除く） 高校生/大学生

保育園 若杉保育園 曽原1142 9:00～16:30 1~3人

児童 倉敷市 〒711-0931 ７～８月 高校生/大学生

保育園 倉敷市赤崎保育園 児島赤崎2-11-34 9:00～16:00 1人

自転車か徒歩でお願いしま

す。

子どもとの関わりを経験

する。子どもと一緒に遊

んだり、生活する中で保

育士の仕事や役割を知

る。

子どもと一緒に遊んだ

り、着替えや食事の時な

どに手伝う。

上靴、エプロン、帽子、

水筒

個人情報は漏らさない。子ども達を傷つ

けるような言動は慎む。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

保育補助、環境整備など

JR　木見駅　　　　　バス

曽原口

子ども達としっかり関

わって遊ぶ

エプロン、マスク、

シューズ、帽子、着替

え、お弁当、水筒

子どもや保護者について、個人情報は絶

対に園外では話さないこと。子どもの目

線で話をすること。笑顔で接すること。 ①ボランティアによ

る手弁当

小川経由倉敷駅行きのバス

で、児島中学校前下車

乳幼児の保育について、

保育所の役割について

エプロン、三角巾、活動

しやすい服装、上靴、帽

子、箸、コップ

最低3日は活動して欲しい。学校の定期

健診で異常がなければ特に問題ありませ

ん。 ③受入側で用意（実

費負担270円）

児島駅より2.9㎞　　下電バス

「琴浦中学校前」より徒歩5分

保育の補助、環境づくり

の手伝い

保育の手伝い、環境整備

等

保育補助、環境整備、行

事準備物の作成等

子どもと一緒に遊んだ

り、環境整備など

自発的に活動をする姿勢

で取り組んで欲しい。

体育館シューズ、ハンカ

チ、タオル、筆記用具、

お茶、帽子

時間厳守。挨拶、言葉づかい。身なりを

きちんとする。個人情報保護のため、子

どもの様子を外部に話さないで欲しい。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

こども園で過ごす中で、

仕事の楽しさや大変さを

学んで欲しい。

帽子、シューズ、タオ

ル、着替え、お弁当、水

筒

言葉づかい、身なり、挨拶など

①ボランティアによ

る手弁当

JR上の町駅から徒歩20分

バス新児島団地入口から徒歩5

分

子育ての楽しさ、職員間

のチームワークの大切さ

帽子、着替え、タオル、

水筒等

個人情報の守秘義務

①ボランティアによ

る手弁当

保育園の役割、保育士の

仕事の楽しさ・やりが

い、他

子ども、保護者の方への接し方を丁寧に

お願いします。笑顔で子どもと積極的に

応答してください。挨拶をしっかりして

下さい。清潔な服装でお願いします。
①ボランティアによ

る手弁当

子ども達と積極的に触れ

合ってもらいたい。保育

士の仕事の手伝い（雑

務）等

園児の食事、保育等の手

伝い、施設内外の整備、

清掃、洗濯等の手伝い。

認定こども園での仕事内

容、役割など。子どもと

の関わり方。

活動しやすい服装で。上

靴、運動靴。

自分に合った無理のない活動を選ぶ。集

合時間、約束の時間を守る。引き受けた

活動について責任を持つ。守秘義務 ③受入側で用意（実

費負担307円）
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活動先一覧　　児島地区

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

児童 倉敷市 〒711-0907 随時 高校生/大学生

保育園 倉敷市上の町保育園 児島上の町4-6-72 9:30～16:00 2人

児童 倉敷市 〒711-0903 夏休み 中学生/高校生/大学生

保育園 倉敷市田の口保育園 児島田の口3-13-16 9:00～16:00 ２人

児童 倉敷市 〒711-0937 7/20～8/3 高校生/大学生

保育園 倉敷市稗田保育園 児島稗田町2392 9:00～16:00 3人

乳児・幼児の世話及び環

境整備

環境整備及び保育の手伝

い

園庭の環境整備（草取

り、水やり他）保育教材

の作成、補助等

保育園には子どもと遊ぶ

だけでなく、いろいろな

仕事があることを知って

欲しい。

活動しやすい服装、帽

子、上靴、水分補給用の

お茶

守秘義務を守って欲しい。幼い子どもが

相手なので、やさしく接して欲しい。

①ボランティアによ

る手弁当

下電バス（停留所　稗田十字

路もしくは茶屋）

優しさ、人とのかかわ

り、環境整備の大切さ

活動しやすい服装、弁

当、水筒、ハンカチ

乳幼児が相手なので乱暴な言動は困りま

す。時間厳守

①ボランティアによ

る手弁当

保育園での子どもの生活

を支える保育士の役割等

タオル、帽子、サンダ

ル、水分補給用水筒

保育園について、乳幼児について興味、

関心がある方はどうぞ。笑顔のすてきな

方なら大歓迎です。 ①ボランティアによ

る手弁当

JR上の町駅より徒歩10分

177

178

176

5


