
活動先一覧　真備地区

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）幸風会 710-1301

7/27（金）

他に希望があれば随時受け入

れ可能

中学生/高校生/大学生

特別養護老人

ホーム
シルバーセンター後楽 箭田2159 17:00～20:00頃 人

高齢者 （福）幸風会 710-1306 土日祝を除く夏休み期間 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

クレールエステート悠楽

有井1472 10:00～15:00 6人

高齢者 （有）K＆Kプロデュース 710-1305 最低3日間活動 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

まきびの丘
市場303-1 8:30～16:00 3人

高齢者
（一社）

倉敷成人病センター
710-1301 月曜～金曜 中学生/高校生/大学生

老人保健施設 ライフタウンまび 箭田1130 9:00～16:00 3人

高齢者 三喜（株） 710-1301 期間特にない 中学生/高校生/大学生

小規模多機能

型居宅介護
ぶどうの家　真備 箭田1179-6 8:00～17:00 特に制限はない

高齢者 （有）ケア・ワン 710-1301 日曜日以外 中学生/高校生/大学生

デイサービス デイサービスまび 箭田4114-6 8:15～17:15 ２人

ボランティア

団体

（一社）

倉敷成人病センター
710-1301 月曜～金曜 中学生/高校生/大学生

その他 ライフタウンまび 箭田1130 9:00～16:00 3人

看板か少ないので分かりづら

いと思います。お電話下され

ば案内致します。

223

マビファームで馬や、や

ぎの世話、農作業

体操服、運動靴など動き

やすい服装

①ボランティアによ

る手弁当

井原線　吉備真備駅より徒歩1

分

222

コミュニケーションの大

切さ。

レクリエーション・ゲー

ムへの参加。

ご利用者様との交流、お

茶出しなど。

特になし。 言葉づかいに気をつける。

直接的な介護をしないしょうに。

①ボランティアによ

る手弁当

井原線　吉備真備駅より徒歩1

分

221

高齢者を敬う気持ち。 高齢者と一緒に過ごして

頂き、一緒に様々な活動

をする。

特になし。 守秘義務。

その他はその都度職員から注意事項など

お伝えします。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

近くに水川鹿、天満屋ハピー

ズがあります。

220

高齢者の介護

又は

体操服、運動靴など動き

やすい服装

①ボランティアによ

る手弁当

ジュンテンドー真備店の店舗

と駐車場の間を北へ進むと右

手に見えます。

（まきびの里保育園の南側）

219

高齢者へ敬意を払いなが

ら、いかに親しみやすく

接するか。

レクリエーション・作

業、調理補助、清掃、お

話し相手など

上ぐつ 時間厳守で、自分で判断できないこと

は、必ずスタッフに聞いてから行うこ

と。

③受入側で用意（実

費負担350円）

218

施設内に入り介護現場の

楽しさ、雰囲気を体験し

てもらいたい。

デイサービスや入居されてい

るご利用者と一緒にお話をし

たりレクリエーション等にご

参加下さい。前回のボラン

ティアさんは、お話、工作、

カルタ、かき氷作り等をされ

ています。

上履き、タオル、帽子、

お弁当、飲み物、筆記用

具、メモ帳、活動ノート

ご利用者の個人情報を流出しないように

して下さい。

ご利用者を人生の先輩として敬う気持ち

を大切にして下さい。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担400円）

アクセス

217

施設でのご利用者に対す

る姿勢など仲間との絆

夏祭り（7/27（金））の

お手伝い

（入所者介助・屋台手伝

い等）

タオル

飲み物（お茶）

入所者様や来客者様等への言葉づかい。

服装。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

最寄駅：井原線　吉備真備駅

より徒歩20分程度

クリーンセンター近く

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
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ボランティア

団体
　 710-1301 8月25日（土） 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
ハーティーフレンズ 箭田3528 17:00～20:00ごろ

①5人

②5人

応相談

ボランティア

団体
　 710-1305 8月4日（土） 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
真備おもちゃ病院 市場４７ 9:00～12:00 １人

地域団体 710-1314
7月31日（火）…準備

8月2日（木）…当日
中学生

地区社協 箭田地区社会福祉協議会 箭田1161-1

7月31日（火）…9:00～

10:00

8月2日（木）…9:00～13:00

3～5人

児童 710-1301
8月の月曜～金曜（13～15日

以外）
中学生/高校生/大学生

学童保育 呉妹たんぽぽ児童クラブ 妹１３７
8:30～13:00又は13:00～

17:00
２～３人

児童 710-1315
夏休み（土日祝日、お盆は休

み）
中学生/高校生/大学生

学童保育 にまっこ児童クラブ 上二万3346 9:00～17:00の間 1～3人

児童 710-1311 夏休み期間 大学生

学童保育 まびっこ岡田児童クラブ 岡田619-2 14:30～18:00 1～2人

児童
（福）倉敷市総合福祉事業

団
710-1306 H30.7.20～8.24 中学生/高校生/大学生

児童館 真備児童館 有井1556-2 8：30～12：00 １０人

最寄駅：井原線『吉備真備

駅』

マービーふれあいセンター東

隣

平松整形外科裏（北側）

230

利用者との交流。

事前準備や片付けについ

て。

環境整備について。

清掃、水やり、草取りな

どの環境整備。利用者へ

の対応。

帽子、タオル、上靴、お

茶、動きやすい服装（中

学生は体操服）

ボランティア中に雑談はしない。笑顔と

明るいあいさつを心がける。利用者に公

平に接する。貴重品は持ってこない。朝

は8：20～8：30の間に来てほしい。体

調が悪い時など、欠席の場合は連絡をし

てほしい。

必要なし

できれば自転車で通える方が

よい。

電車は井原線　川辺宿駅より

歩いて30分くらい。

229

学童保育で子ども達と過

ごす。

飲み物（お茶） 子ども達と楽しく遊んでくれる方をお待

ちしています。

必要なし

228

小さな子供達のお世話を

することで責任や保育の

仕事の楽しみ、大切さを

感じとって欲しいです。

児童と一緒に遊んだり、

勉強の補助、見守り。

お弁当、水稲、汗ふきタ

オル、帽子、体育館

シューズ

約束した時間を守ってほしい。

急に休む時、遅くなる時は必ず連絡を入

れること。

服装は体操服、運動靴。

①ボランティアによ

る手弁当

箭田分館まで自転車でお越し

ください。

227

小学生と遊ぶ、行事の手

伝い等を通して社会に役

立つこと。

小学生と遊ぶこと。行事

の準備や手伝い。

体操服（運動が出来る服

装）

水筒・タオル・帽子・体

育館シューズ

健康に気をつけて活動して下さい。

最低活動日数：2日

8:00～13:00まで

の活動の場合は各自

でお弁当を持ってく

る。

井原線「備中呉妹駅」下車。

徒歩10分。呉妹小学校場内プ

レハブ。

226

夏休み児童支援活動（箭

田小学校）（ソーメン流

しと宝探しビンゴゲー

ム）の手伝い

なし 時間を守る

体調が悪い時は必ず連絡をする。

男子も女子も是非ご参加下さい。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

最寄駅：吉備真備駅

225

対人関係を良くすること おもちゃ病院での受付

（接客）

なし 真備児童館の一室を借りて活動をするの

で、児童館を利用する人に迷惑のかから

ないようにすること

必要なし 活動場所：真備児童館の図書

室

（マービーふれあいセンター

東隣）

224

８/25（土）竹＆ふれあ

いフェスタ　にて、①ラ

イフタウンまびの利用者

さんの介助　又は②やき

そば販売

介助：思いやりのある方、笑顔で接する

ことのできる方…5人

やきそば販売：笑顔でお客様とやり取り

できる方…5人

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）
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児童 （福）倉敷福徳会 710-1312 要相談 中学生/高校生/大学生

保育園
地域子育て支援センター

真備かなりや
辻田268-1 9:00～12:00くらい ２人

児童 （福）倉敷福徳会 710-1312
土・日祝祭日と8/13～8/17以

外の日に活動可能
中学生/高校生/大学生

保育園 真備かなりや小規模保育園 辻田173-1
中学生①9:00～13:00②13:00～16:00

高校生・大学生9:00～16:00（要相談）
３人

児童 （福）倉敷福徳会 710-1312

夏休み期間

７/20頃～８/30

お盆（8/10～8/16）は活動な

し。

中学生/高校生/大学生

保育園
真備かなりや

第二小規模保育園
辻田258-3

中学生①9:00～13:00②13:00～

16:00

高校生・大学生9:00～16:00（要相

談）

2～３人

児童 （福）倉敷福徳会 710-1312
土・日祝祭日と8/13～8/17以

外の日に活動可能
中学生/高校生/大学生

保育園 真備かなりや保育園 辻田268-1
①9:00～13:00

②13:00～16:00
10人

児童 倉敷市立 710-1306 7月末～8月（土・日以外） 中学生/高校生/大学生

保育園 倉敷市まきびの里保育園 有井1270 9:15～16:00 ３人

235

環境整備（水やり、除

草、清掃など）

保育教材の準備

保育補助など

水筒、帽子、上靴、ハン

カチ（タオル）、動きや

すい服装

時間厳守。衛生面への注意。子供の安全

確保。健康管理に気をつける。麻疹罹患

済み又は予防接種済みの方のみ活動可。

①ボランティアによ

る手弁当

井原線「川辺宿駅」又は「吉

備真備駅」

234

子どもとふれあう楽しさ

を知ってもらいたい。

子どもと一緒に過ごす。

生活面の手伝い。

水筒・タオル・帽子・

シューズ・着替え

園の情報をもらさない。

私語を慎む。

挨拶をはっきりと。

笑顔で接する。

②受入側で用意（実

費負担300円）

233

子どもと一緒に過ごす。

生活面の手伝いなど。

水筒・タオル・帽子・

シューズ・着替え

私語を慎む。

いつも笑顔で。

あいさつをきちんとする。

園の情報をもらさない。

0～2歳児　14名の小さな保育園です。

ゆったり過ごしましょう。

②受入側で用意（実

費負担300円）

232

子どものお世話、保育士

のお手伝い。

水筒・タオル・帽子・

シューズ・着替え

元気にあいさつ。

園の情報をもらさない。

元気いっぱいでかわいい子ども達と遊ん

でください。

②受入側で用意（実

費負担300円）

231

子どもとふれあう楽しさ

を知ってほしい。

利用者さんと遊ぶ。イベ

ント準備・手伝いなど

お茶・帽子・タオル・着

替え（季節により）

守秘義務 必要なし
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