
活動先一覧　水島地区

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）薫風会 〒712-8061
夏休み期間中

(日・祝を除く)
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

みどり荘
神田2-3-5 9：00～12：00 2人

高齢者 （福）薫風福祉会 〒712-8001 8/1～8/31 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

太陽の丘
連島町西之浦3390 9：00～15：00 2人

高齢者 （福）淳邦会 〒712-8041 7月～8月 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

のぞみ荘
福田町福田234-1 9：00～12：00 2人

高齢者 （医）以心会難波医院 〒712-8046 8月中旬～下旬 高校生

グループホー

ム

グループホーム

たつのおとしご
福田町古新田146-4 10：00～16：00 2人

高齢者 （医）弘和会 〒712-8046 6月～11月 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

星の子
福田町古新田813-7 14：00～16：00 2人

高齢者 （医）福寿会 〒712-8032 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホーム北畝 北畝7-6-22 9：00～ 2～3人

高齢者 （医）和香会 〒712-8046 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

和らぎ歓び
福田町古新田1051-2 10：00～16：00 2～4人

番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容 準備物

認知症高齢者との話相

手、畑の水やり、草抜

き、掃除、食事やおやつ

の準備

スリッパもしくは上ぐつ

を持参して下さい

♦高齢者の方へ優しく話をして下さい。

♦明るく笑顔で接して下さい。♦きちん

と挨拶をお願いします。
③受入側で用意（実

費負担400円）

ライフパーク倉敷近郊、施設

敷地内に駐車場あり

グループホームとは、ど

の様な所か、何をしてい

るのか、実際に見て感じ

ていただけたらと思いま

す。

入居者のとのコミュニ

ケーション

上履、エプロン、動きや

すい服装

来られた際には必ず手洗い、うがい、手指消

毒をお願いします。コミュニケーションをメ

インに考えていますので、特別注意をする事

はありませんが、最低限のマナーを守ってい

ただけたらと思います。(走る、大声、言葉

遣い等)

③受入側で用意（実

費負担280円）

ご利用者との交流 上ばき(スリッパ不可)、

動きやすい服装)

個人情報の保護

③受入側で用意（実

費負担225円）

別紙参照

認知症の高齢者との関わ

り

散歩、レクリエーショ

ン、趣味の活動

♦言葉遣い♦服装

③受入側で用意（実

費負担300円）

♦守秘義務を守って下さい。♦ご利用者

様やご家族様に失礼のない対応を行って

下さい。♦分からないことは職員に確認

して下さい。♦安全に気をつけて危ない

ことはしないで下さい。

バス「旧NTT前」か「水島第

一病院前」バス停下車、水島

臨海鉄道「栄駅」下車

施設の雰囲気や福祉、介

護サービスの内容

施設入居者とコミュニ

ケーションを図る、環境

整備等

昼食、上履き

①ボランティアによ

る手弁当

ライフパーク近く、三宅内科

小児科医院内にあります。

高齢者との関わりや介護

の仕事に興味がある方は

良い体験になると思いま

す。

認知症への理解とコミュ

ニケーションの大切さ

認知症高齢者との話相手

をして、認知症への理解

を深めて欲しいと思いま

す。

注意事項・特記事項 昼食 アクセス

109

103

104

105

106

107

108

高齢者との関わりを通じ

ての喜び、やりがい、社

会の場での経験

利用者との交流、清掃、

行事の準備、手伝い等

筆記用具、上履き、動き

やすい服装(体操服、

ジャージ等)

♦高齢者のみなさんが利用、生活される

場所での体験となりますので、失礼のな

いよう、まじめに取り組んでください。
12：00までのため

必要ありません

別紙参照

利用者とのふれあい、清

掃活動、洗濯物たたみ、

レクリエーションの援

助、介護業務の補助など

体操服、体育館シューズ

(スリッパ不可)、下履き

入れの袋、筆記用具
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活動先一覧　水島地区

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
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 （福）淳邦会 〒712-8041 7月～8月 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム

グループホーム

ひなぎく
福田町福田234-1 9：00～12：00 2人

高齢者 （医）和香会 〒712-8044 日、祝以外随時対応 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

和光園
東塚5-4-50 13：30～15：30 4人

高齢者 （有）かみた 〒712-8006 中学生/高校生/大学生

小規模多機能

型住宅介護事

業所

絆の家すみれ 連島町鶴新田499-3 10：00～17：00 2～3人

高齢者 （福）薫風会 〒712-8062 夏休み中 高校生/大学生

介護付有料老

人ホーム

介護付有料法人ホーム

なのはな
水島北幸町4-5

9：30～12：30または14：

30～17：30
2～4人

高齢者 （医）弘和会 〒712-8046 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

みどりのかぜ
福田町古新田813-7 9：00～16：00 2人

高齢者 （医）養命会 〒712-8059 中学生

デイサービス
デイサービスセンター

養命館
水島西常盤町10-19 9：00～15：00 2～3人

高齢者 （医）和香会 〒712-8046 要相談 中学生/高校生/大学生

デイサービス デイサービス香り 福田町古新田1051-1
13：00～16：30の間で希望

する時間
2～3人

公共交通機関は不便であるた

め、自転車での来所がよいで

す。(バスの本数が少ない為)

施設を利用される利用者

様とのコミュニケーショ

ン、レクリエーション参

加

上ばき、動きやすい服装 ♦活動中会うかたには、笑顔であいさつ

をして欲しい。♦敬語までとは言いませ

んが、年上の方が不快と思わない程度の

丁寧な言葉遣いをしてほしい。
③受入側で用意（実

費負担530円）

地域社会について理解を

深め、自身の体験を通し

て社会貢献の心を育んで

ほしい。

利用者様と会話をした

り、一緒にレクリエー

ションに参加し、楽しい

時間を過ごす手伝い。

上ばき、動きやすい服装 ♦利用者さまの個人情報を漏らさないこ

と。♦体調不良時は無理しないこと。

水島臨海鉄道「栄駅」から徒

歩15分

お年寄りに対して優しさ

を身につけて学んで頂き

たいと思います。

御利用者様とお話、行事

の手伝い、掃除など

水筒、帽子、タオル ♦守秘義務を守って下さい。

①ボランティアによ

る手弁当

日常生活に関わる動作、

レクリエーション、創作

活動

筆記用具 ♦敬語で会話をして下さい。♦うわばき

持参♦スカート不可

①ボランティアによ

る手弁当

老人ホームで生活されて

いるお年寄りと一時を一

緒に過ごして頂く事で入

居者の方々に喜んで頂け

る時の感動を味わって頂

きたい。

入居者の方とコミュニ

ケーションを図ったり、

レクリエーションに参加

する、簡単な清掃等

動きやすく派手でない服

装、上履き、お茶等水分

補給ができる物

風邪等感染症に掛かった場合や当日に体

調不良になった場合は参加をお控え下さ

い。ボランティアを行う上で注意して頂

きたい事は当日説明させて頂きます。

別紙参照

自主的に行動すること。

高齢者の生活や身体の変

化。

レクリエーション、サー

クル等での利用者様との

ふれあい、そうじ手伝い

等

特になし ♦あいさつをしっかりして下さい。♦利

用者様に積極的に関わって下さい。♦守

秘義務を守って下さい。
①ボランティアによ

る手弁当

JR倉敷駅からバス(児島行)に

乗車し、「松竹梅南」にて下

車

高齢者との関わりを通じ

ての喜び、やりがい、社

会の場での経験

利用者との交流、清掃、

行事の準備、手伝い等

筆記用具、上履き、動き

やすい服装(体操服、

ジャージ等)

♦高齢者のみなさんが利用、生活される

場所での体験となりますので、失礼のな

いよう、まじめに取り組んでください。
12：00までのため

必要ありません

高齢者様との関わりを通

じて、コミュニケーショ

ンの輪を広げてもらいた

い。

介護の仕事の楽しさ、人

とかかわることの楽しさ

115

116

110

111

112

113

114
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活動先一覧　水島地区

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
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）エミグラッド 〒712-8012 8/15以外 中学生/高校生/大学生

デイサービス
デイサービス

エミグラッド
連島4-1-43 9：00～15：00 1～2人

高齢者 （福）薫風会 〒712-8012 中学生/高校生/大学生

デイサービス
みどり荘デイサービスセン

ターわかば
連島1-1-5 9：00～15：00 2人

高齢者 （福）淳邦会 〒712-8041 7月～8月 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オ

パール
福田町福田234-1 9：00～12：00 2人

障がい者 （福）クムレ 〒712-8062 基本的にいつでも(日以外) 高校生/大学生

児童発達支援

事業所
きらり水島 水島北幸町2-3 9：00～16：00 1人

障がい者 （福）P.P.P 〒712-8041 平日 中学生/高校生/大学生

生活介護
障害福祉サービス事業所

P.P.P.BBディスカバリー！
福田町福田2122-1 9：00～16：00 2人程度

障がい者 （福）瀬戸内福祉事業会 〒712-8011
お盆期間(8/11～8/18)と土日

は除く
中学生/高校生/大学生

入所施設、通

所施設

障がい者支援施設瀬戸内学園/双

機能型事業所つばさせとうち/生

活介護事業所根っこせとうち

連島町矢柄6092 10：00～16：00 3人

病院 （医）エム・ピー・エヌ 〒712-8001 特になし 中学生/高校生/大学生

病院 武田病院 連島町西之浦352-1 8：30～17：00 2～3人

高齢者の在宅生活を支え

る仕組み、マインド

介護保険サービスの通所

リハビリテーションで、

高齢者との会話やレクリ

エーションの手伝い

特になし 秘密厳守、笑顔で明るい対応を心がけて

ください。

①ボランティアによ

る手弁当

別添

障がいを持っている(特

に知的障がい)人達への

理解を少しでも学んで下

さい。

利用者さん達と一緒に作

業、散策、クラブ活動等

に参加していただきま

す。

服装は動きやすい服装

(体操服等)、室内シュー

ズ、夏場は帽子、タオル

等、筆記用具(メモ帳等)

♦利用者さん1人ひとりの個人情報について

知り得たものは、他の人(外部の人達)に話す

ことは控えて下さい。♦はしかの予防接種を

受けているか確認して下さい。(基本受けら

れてない人は受け入れが出来ません。)♦元

気で笑顔を絶やさない方歓迎します。

①ボランティアによ

る手弁当

ホームページを参照

利用者の方の社会参加に

ついて

利用者の方とのふれあ

い、手芸、創作活動、施

設内清掃

動きやすい服装、上グ

ツ、水筒(水分補給）

特になし

①ボランティアによ

る手弁当

両備バス、二福小古城池高前

バス停から徒歩5分

福祉の仕事や内容につい

て理解を深めてほしいで

す。

発達に何らかのつまずき

や遅れのある3才～小2の

お子さんと一緒に遊んだ

り、活動したりする。支

援グッズの制作を手伝う

動きやすい服装(あれば

エプロン：平仮名ネーム

付きが良。)、飲みも

の、印鑑

♦健康であること。(体調不良の場合はボラ

ンティアできません)♦利用児の個人情報の

保護に同意し、守れる方。♦感染防止のた

め、可能な範囲で行き帰りと、現場での服装

は別のものにして頂きたいです。※更衣エリ

アやロッカーを使うことができます。

①ボランティアによ

る手弁当

高齢者との関わりを通じ

ての喜び、やりがい、社

会の場での経験

利用者との交流、清掃、

行事の準備、手伝い等

筆記用具、上履き、動き

やすい服装(体操服、

ジャージ等)

♦高齢者のみなさんが利用、生活される

場所での体験となりますので、失礼のな

いよう、まじめに取り組んでください。
12：00までのため

必要ありません

別紙参照

介護に関する知識、高齢

の方を敬う姿勢

利用者とコミュニケー

ションをとる、お茶出

し、環境整備

上ばき、動きやすい服装

(ポロシャツ、長トレパ

ン)、弁当、お茶

♦貴重品は自己管理して下さい。紛失に関し

ての責任は負えません。♦体調不良時は参加

せず、休んで下さい。♦体験中、知り得た個

人情報は秘密厳守して下さい。♦細かい規定

については、職員の指示に従って下さい。

①ボランティアによ

る手弁当

高齢者の生きがい創出 高齢者の訓練、食事、入

浴、排せつの介助

フロア内ではいていただ

く靴

♦お年寄りのみなさんへの言葉づかい、

あいさつ

①ボランティアによ

る手弁当

両備バス「大江」停滞所から

徒歩10分

121

122

123

117

118

119

120
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活動先一覧　水島地区

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
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

地域団体 〒712-8059 7/27(雨天中止) 中学生

地区社協 五福地区社会福祉協議会 水島西常盤町8-3 8：00～13：00頃 5～6人

児童
岡山県高齢者福祉

生活協同組合
〒712-8014 夏休み、春休み、冬休み 中学生/高校生/大学生

地域子育て支

援拠点

交流スペース

「ピョンピョンひろば」

連島中央5-30-12(連島

憩いの家内)
10：00～12：00 2～3人

児童
岡山県高齢者福祉

生活協同組合
〒712-8046 夏、冬、春の休暇 中学生/高校生/大学生

地域子育て支

援拠点

子育てスペース

「ピヨピヨひろば」
福田町古新田802-16

9：00～12：00の午前中、夏

祭りは1日
3～4人

児童 〒712-8024 夏休み 中学生/高校生

学童保育
倉敷市水島仲よし児童育成

クラブ
水島北春日町11-11 10：00～15：00 2人

児童 〒712-8011 長期休業日 中学生/高校生/大学生

学童保育
連島東小学校区児童クラブ

ぱんだクラブ
連島町連島2850 9：30～17：00 2人

児童 〒712-8062
月曜日～土曜日(夏休み期間中

は日曜日が休館)
中学生/高校生/大学生

児童館 水島児童館 水島北幸町1-3 9：00～17：15 3～4人

児童 （福）愛和福祉会 〒712-8032 大学生

保育園 かがやき保育園 北畝1-10-45 9：00～16：00 1人

体験を通じて、社会福祉

について理解を深めて

いって欲しい

乳幼児の生活、食事等の

介助、援助

水遊びできる着替え、上

ばき、外ばき、タオル、

水筒、帽子

♦あいさつをはっきりと大きな声ですること

♦守秘義務を守ること(園内で見聞きしたこ

とを口外しない)♦子どもに対して丁寧な言

葉使い、態度で接すること♦自分のすべきこ

と、手伝いなど分からないことは積極的に聞

くこと

③受入側で用意（実

費負担300円）

臨海鉄道「栄駅」東側、ユニ

クロ倉敷北畝店南側

児童館についてどんな所

かを知り、児童館に来館

されるいろいろな方々と

関わる体験をして欲し

い。

0～18歳を対象とした遊

びや活動の支援、行事運

営の補助、片付け、環境

整備など

動きやすい服装、靴、帽

子、タオル、お茶

ボランティアの意識をもって、利用者に

笑顔で対応をよろしくお願いします。必

要な連絡は必ずして下さい。
①ボランティアによ

る手弁当

水島臨海鉄道　栄駅下車　徒

歩7分

子どもたちと遊ぶ、業務

の補助

帽子、水分補給用のお

茶、筆記用具、体験記録

ノート、弁当

何かあれば自分で判断せず、すぐスタッ

フに伝えてください。

①ボランティアによ

る手弁当

ヤットコバス停から徒歩15

分、連島東小学校運動場北

側。車で来られる方は小学校

駐車場に駐車して下さい。

人の和 小学校1～4年までの学童

の遊び、ルールと仲間づ

くり

お弁当、帽子、飲み物、

運動の出来る服装、汗ふ

き

連絡と報告

①ボランティアによ

る手弁当

水島小学校南校舎2階　東端

幼児のかかわり方や親子

のかかわり方など見学し

ながら、一緒にかかわっ

てもらってコミニュケー

ションをとりながら、将

来人とのかかわり方や子

育てに活かして欲しい。

季節によっていろいろな

行事の中の環境整備や子

どもにかかわるなど

動きやすい服装、お茶、

手拭きタオル、帽子など

♦子どもが小さいので優しくかかわって

下さい。♦清潔な服装と言葉づかいに気

を付ける。♦安全面に気を付ける。身体

の調子が悪い時は休む。必ず連絡して欲

しい。♦情報の秘密義務を厳守して下さ

い。

倉敷駅より、車で古城池トン

ネルを通り、下った所の四つ

角を左に曲がり(児島方面へ)

三つ目の信号の30m手前右側

(ピヨピヨひろばの看板の所)

※過ぎるとライフパーク

幼い子どもと母親と交流

し、親しみをもち、将来

の職業、子育てに活かす

子育て中の親子の手助け

をする。(例)親が席を外

している時に面倒を見

る。上の子と遊んでいる

時、下の子の相手をした

り、抱っこする。

活動しやすい服装、お

茶、ハンカチ、夏はタオ

ル、帽子

♦小さい子の世話なので、背を低くして目と目

で話をする。♦手などは急に引っぱったりしな

い。♦健康なボランティアの人で、発熱や気分

の悪い時は、自主的に休み出欠の電話を入れ

る。♦言葉づかいなど、ゆっくり・やさしく・

ていねいに話す。♦出来れば3日位は続けて来て

欲しいです。子ども達も喜びます。

近くに西浦幼稚園、割烹末広

があります。

港まつりで七夕の笹に短

冊を付ける

帽子、タオル(外なの

で)、飲物(お茶、水)等は

当方で用意

屋外での作業なので、日焼け等に注意

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）
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活動先一覧　水島地区

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
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）梅香会 〒712-8041 一年中可能 中学生/高校生/大学生

保育園 ゆりかご保育園 福田町福田1504 8：30～15：30 3人

児童 （福）クムレ 〒712-8062 平日 中学生/高校生/大学生

保育園
小ざくら地域

子育て支援センター
水島北幸町2-3 9：00～15：00 2人

児童 （福）クムレ 〒712-8062 H30.4月～H30.5月 中学生/高校生/大学生

保育園 小ざくら乳児保育園 水島北幸町2-3 9：00～16：00 6人

児童 （福）クムレ 〒712-8062 7/24～8/31 高校生/大学生

保育園 小ざくら夜間保育園 水島北幸町2-3
11：00～20：00の間で4～5

時間
2人

児童 （福）クムレ 〒712-8062 いつでも良いです 中学生/高校生/大学生

保育園
幼保連携型認定こども園

小ざくら保育園
水島北幸町2-3 4人

児童 （福）倉敷福祉事業会 〒712-8011 7/23～8/31 中学生/高校生/大学生

保育園 連島東保育園 連島町連島849 8：30～16：30 3～4人

児童 （福）遍照会 〒712-8014 7月中旬～8月下旬 中学生/高校生/大学生

保育園 倉敷市連島保育園 連島中央5-1-36 9：00～16：00 2人

保育園の生活、園児との

触れ合いなど

園内環境の整備、保育補

助など

動きやすい服装、靴、室

内用の靴

♦個人情報の守秘義務♦あいさつ♦手洗

い♦携帯電話やSNSに注意

①ボランティアによ

る手弁当

保育士(福祉)の仕事の楽

しさ、面白さ

子どもと一緒に楽しく遊

ぶ。食事、着脱、排せつ

など生活面の援助及び環

境設備など

動きやすい服装、筆記用

具(ペン・メモ帳)、エプ

ロン、ハンカチ、タオル

♦既往歴、予防接種の有無を確認させていただきま

す。♦子どもたちの手本となるような身だしなみ、あ

いさつ、行動・言動をお願いします。♦11：00～

16：00までは0～2歳児、16：00～は3～5歳児が加

わって園で過ごしています。本来であれば家庭で過ご

す時間帯を園で過ごすということもあり、家庭的な雰

囲気で子どもたちが安心して過ごせることを基本にし

ています。

③受入側で用意（実

費負担315円）

保育士の仕事を知る。子

どもとふれあい子供がか

わいいと感じてほしい。

保育士補助(子ども達と

一緒に遊ぶ、遊びを見守

る、昼寝の時間、遊具を

作る、作業をする)

タオル、帽子、着替え ♦挨拶を元気よくする(子ども、保護

者、職員)♦髪の毛が長い人はくくる♦

爪は短く切って清潔にする♦体調管理に

気をつける
②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

子どもと関わる仕事の楽

しさ、大切さを学んでほ

しい。

保育環境を整える。子ど

もと遊ぶ。

シューズ、エプロン、帽

子、コップ、箸、動きや

すい服装(体操服など)、

筆記用具

♦健康に気をつける。(休む時、遅れる

時は必ず連絡を入れてください)♦守秘

義務を守る。(個人情報など)
③受入側で用意（実

費負担315円）

別紙参照

水島臨海鉄道「栄駅」下車

徒歩10分、両備バス　古城池

経由水島駅行き「水島郵便局

前」下車　徒歩1分

保育士の仕事、乳児の関

わり方等

子どもと遊ぶ、清掃、消

毒など

エプロン、コップ、箸、

昼食代(315円)

♦保育園での仕事に興味のある方、体調

管理をして来て頂きたいです。♦予防接

種…MR接種
③受入側で用意（実

費負担315円）

水島臨海鉄道「栄駅」下車

徒歩10分

保育者の仕事、保育者と

子どもの関わり

子どもとの関わり(遊び

や生活のお世話)

動きやすい服装、運動靴

で参加、エプロン持参

♦保育園で知り得た子供に関する情報

は、プライバシーに関わる為。絶対に園

外で話題にしない。♦体調不良時は無理

することなく申し出る。
③受入側で用意（実

費負担315円）

水島臨海鉄道「栄駅」下車

徒歩8分

ボランティアを通して、

保育園の役割や仕事につ

いて、少しでも理解して

もらえたらと思います。

(小さい子ども達を大切

に、優しい気持ちをもっ

て接する)

保育士の手伝い、子ども

達の世話(あそび、着替

え、おやつや食事など)

上靴、ハンドタオル、給

食時用のエプロンと三角

巾とマスクと箸、休憩時

用のお茶(水筒に入れた

もの)、汗をかいた時用

の着替え、雨具

♦身だしなみを整え、明るく気持ちよく仕事を

してください。♦夏の間は、暑くて疲れやすい

ので、1回に2～3日が望ましいです。♦麻疹の

予防接種を接種済み、または麻疹にかかってい

る。♦家族の中にインフルエンザにかかってい

る。または、本人が発熱、嘔吐、下痢の場合は

受け入れが出来ません。変更可

③受入側で用意（実

費負担250円）

別紙参照
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活動先一覧　水島地区

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
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）稔福祉会 〒712-8001 夏休み 中学生/高校生/大学生

保育園 連島北保育園 連島町西之浦5066 8：00～17：00 2～3人

児童 （福）瑠璃会 〒712-8053 年間を通じて可能 中学生/高校生/大学生

保育園 倉敷市第三福田保育園 呼松1-5-15 8：30～16：00 3人

児童 （福）瑠璃会 〒712-8043 相談に応じます 中学生/高校生/大学生

保育園 弘恵保育園 広江5-5-60 8：30～17：00 5人

児童 倉敷市立 〒712-8051 7月～8月 中学生/高校生/大学生

保育園 第一福田保育園 中畝8-14-27 9：00～16：00 3人

児童 倉敷市立 〒712-8057
通年(行事等で断わることも有

り)
中学生/高校生/大学生

保育園 第五福田保育園 水島東千鳥町4-16 9：00～16：00 2人

児童 倉敷市立 〒712-8025 7月後半～8月 中学生/高校生/大学生

保育園 水島保育園 水島南春日町12-20 9：00～16：00 2人

返事や挨拶の大切さや、

人の役に立つことの喜び

を学んでほしい

園の環境整備、乳幼児の

保育補助

帽子、水筒、弁当、上

靴、ハンカチ、動きやす

い服装

園児の個人情報を外にもらさないこと

①ボランティアによ

る手弁当

子ども達との生活を通じ

て、心に残る楽しい経験を

すると共に、コミニュケー

ションの大切さや❝気付く❞

ことの大切さ、保育士とい

う仕事等何か感じてもらえ

たらと思っています。

乳児のおしめ交換、排泄

援助、授乳、食事補助、

洗濯、子どもとの活動、

室内、屋外、便所等の掃

除、その他

帽子、水筒、昼食、上

履、上下着替え、タオ

ル、動きやすい服装、運

動靴で来て下さい。(汚

れてもよいものでお願い

します）

♦体調の悪い時は無理をしないこと。♦挨拶、

マナーは身に付けておいて下さい。♦子ども達

には明るく笑顔で接し、遊ぶときは一緒に楽し

く遊んであげて下さい。♦子どもが好きな方、

保育士など子どもと関わる仕事を目指している

方など、興味のある方を受け入れてます。♦最

低活動日数：1日より

①ボランティアによ

る手弁当

乳幼児時期の子どものか

かわりや、保育士の仕事

について

環境整備(草抜き、掃除

など)、乳幼児と一緒に

遊ぶ

シューズ、帽子、運動し

やすい服装やくつ、弁

当、水筒、ハンカチやタ

オル

♦園で知り得た情報を口外しないでほしい♦

子どもの見本となるような言葉使い、振る舞

いに気をつけてほしい♦どんな活動でも意欲

をもって取り組んでほしい♦体調の悪い方は

受け入れができません(園で流行性の病気が

出ている時も受け入れができません)

①ボランティアによ

る手弁当

第五福田小学校と臨海鉄道

「水島駅」の間にあります

保育業務について 園内整備、行事準備手伝

い、保育準備手伝い

昼食、お茶、上ばき、タ

オル、帽子

個人情報の扱いについて

①ボランティアによ

る手弁当

第一福田小学校から徒歩1分

公共交通手段がない為、自家

用車・自転車等が望ましい。

詳しい場所については、電話

対応致します。

保育士の仕事、子どもた

ちとかかわる楽しさ

保育士の補助 動きやすい服装、シュー

ズ、帽子、着替え、タオ

ル、お弁当、水筒

♦体調が悪い時には、無理をされないように

職員に伝えていただきたいと思います。又、

朝体調不良や遅刻等の連絡もお願いします。

♦無理のない程度に、子どもたちとかかわっ

たり、保育の補助やお手伝いをしてもらえた

らと思います。

①ボランティアによ

る手弁当

保育園での子どもと先生

とのかかわりや仕事につ

いて

子どもと一緒に遊ぶ、保

育士の手伝い

着替え、水筒、帽子、水

着、白いごはん(おかず

は園で用意)、はし、

コップ

♦あいさつをきちんとする。♦個人情報

の守秘義務

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

自転車、徒歩、連島北小学校

に隣接
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