
活動先一覧　玉島地区

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）アミカル 713-8102 土・日・祝以外 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

アミカル
玉島1275-1 8:30～17:30 2人

高齢者 （福）松園福祉会 713-8125 4月～11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

あすなろ園
玉島勇崎1044

10:00～12:00

または

14:00～16:00

2人

高齢者 （福）瀬戸内福祉事業会 713-8112 いつでも可能 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

グリーンピア瀬戸内
玉島陶８５６－１ 9:00～16:00 2人

高齢者 （福）アミカル 710-0251 土・日以外 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　長楽荘
玉島長尾2953 8:30～17:30 1人～2人

高齢者 （合）ソウルメイト 713-8125 いつでも良いです。 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
さくらそう玉島 玉島勇崎6-8 8:30～17:30 2人

高齢者 （有）ケア・ワン 710-0261 いつでもOK 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホームふなお 船穂町船穂1953-1 いつでもOK 2人づつ

高齢者 （有）ソルテク 710-0252 7/1～8/20頃 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホーム第二朋寿 玉島爪崎549-1 10：00～16：00 2人

新倉敷駅北口徒歩2分

185

認知症高齢者の日常を見

てください。認知症で

あっても自立するという

ことの意味・支援内容を

学び今後につなげて欲し

い。

移動支援（散歩等同

行）・コミュニケーショ

ン支援（お話しの相手と

なる）・レクレーション

支援（一緒に動いたり学

んだりする）他

上履き

タオル（汗拭き）

お茶

印鑑（一日目のみ）

言葉づかい、尊厳を守る（おじいちゃん

おばあちゃんではない等）言葉に注意し

ていただきたい。
③受入側で用意（実

費負担100円）

JR金光駅より3.1キロ

タクシーで約10分

184

ご利用者様との交流 レクリエーション

ゲームへの参加

雑務

お弁当、水筒

ハンカチ・ティッシュ、

カバン

筆記用具

言葉遣いを気を付けてほしい。

直接的な介護をせず、安全に気を付けて

欲しい。
①ボランティアによ

る手弁当

車・自転車可能です。

183

高齢者と関わり、認知症

の方への関心を深めてい

ただきたい。

高齢者とのコミュニケー

ション

食事を一緒に食べる

くつ

動きやすい服装

（ジーパン不可）

時間厳守

体調の悪い方は、参加をひかえて頂きた

い。
①ボランティアによ

る手弁当

182

当施設では、身の回りのことは基

本的にご自分でできる方が入所さ

れており、66歳から102歳まで

97名の方が生活されています。入

所者の方々は、皆様と話をした

り、一緒に物事に取り組むこと楽

しみにされています。興味のある

方は是非お越しください。

高齢者介助等 動きやすい服装

エプロン

上履き

目的意識を持って高齢者の方と積極的に

関わり、取り組んでいただきたいと思い

ます。また、ボランティア体験と関係な

い勉強道具等を持ち込まないようにお願

いいたします。

①ボランティアによ

る手弁当

新倉敷駅より北へ徒歩5分

181

高齢者施設の役割等 利用者様の身の回りの手

伝い。利用者様の話し相

手

上履き

ジャージ（上・下）

タオル

筆記用具

特になし

①ボランティアによ

る手弁当

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

ＪＲ新倉敷駅→両備バス（玉

島警察署前）→徒歩5分

180

ご利用者との接し方につ

いて

ご利用者とのコミュニ

ケーション、

清掃、

シーツ交換

動きやすい服装

靴

エプロン

ご利用者に対する尊敬の気持ちを持って、言

葉や態度に注意し、関わりを持ってくださ

い。独断または単独では、ご利用者の身体介

助を行わないで下さい。困った際には、必ず

職員に声をかけてください。

①ボランティアによ

る手弁当

外浜バス停の南西

玉島消防署勇崎出張所南

179

ご利用者様お一人が尊厳

をもって、その人らしく

生活できるように

介護業務の手伝い

利用者とのコミュニケー

ション、レクレーショ

ン、クラブの補助、掃除

等

動きやすい服装、上履

き、手拭き用タオル、エ

プロン（上半身があるも

の）、水筒

知り得た個人情報を外へもらさない。言

葉づかい、マナーに気をつける。私語は

慎む。
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）

番号
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活動先一覧　玉島地区

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
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 アクセス番号

高齢者 （有）ソルテク 713-8123 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
グループホーム　朋寿 玉島柏島1666-1 10:00～15:00 3人

高齢者 プラス・サム（有） 713-8126 なし 中学生/高校生/大学生

グループホー

ム
シーサイドリビング沙美 玉島黒崎5577 なし 3人

高齢者 医療法人　賀新会 713-8102 いつでも可 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

ニューエルダーセンター
玉島1334-1 9:00～16:00 1～2人

高齢者 三喜（株） 710-0261
8月の平日

（お盆は除く）
中学生/高校生/大学生

小規模多機能

ホーム

小規模多機能ホーム

ぶどうの家
船穂町船穂1707-1 10:00～15:00 1人

高齢者 （株）ドルフィン・エイド 710-0252 一年中 中学生/高校生/大学生

介護付き有料

老人ホーム
ドルフィン玉島 玉島爪崎987-1 8:30～17:00

高齢者 （福）白寿会 713-8102 特になし 中学生/高校生/大学生

ケアハウス ケアハウスあいの泉 玉島1719 特になし 2～3人

高齢者 ピーチ医療福祉システムズ 713-8113 年中 中学生/高校生/大学生

サービス付高

齢者住宅
新倉敷　良寛の杜 玉島八島1555 10:00～16:00 3人

192

高齢者と接することに

よって社会的弱者への理

解

入居者と共にレクリエー

ション・傾聴

上履き

名札

動きやすい服

発熱・体調不良者は、ご遠慮ください。

①ボランティアによ

る手弁当

新倉敷駅より徒歩15分

191

高齢者の方との話をする

難しさや楽しさ

レクリエーション・配膳

利用者とのコミュニケー

ション

掃除等手伝い

動ける服装（ジャージ・

体操着等）

室内用上履き

飲み物

体調不良での参加

勝手な行動をしない

利用者に怒らない
②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

船穂図書館近く

190

利用者との話し相手、清

掃、草取り、レクレー

ション

動きやすい服装 インフルエンザ予防接種済

個人情報保護

①ボランティアによ

る手弁当

マルナカ新倉敷店南側、新倉

敷駅から徒歩10分

189

認知症という病気・症状

を知ってほしいです。

利用者様の話し相手

昼食づくりの手伝い

施設内の掃除　等

動きやすい服装

運動靴

タオル（汗拭き用）

水筒

期間中に知り得た個人情報は、外部へ漏

らさないで下さい。

利用者様や職員に、初日だけではなく、

毎日挨拶してください。
②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

188

利用者様とのコミュニ

ケーション

お茶出し

その他介護補助

レクリエーションの手伝

い　等

動きやすい服装

水分

タオル

個人情報の取扱いに注意してほしい。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

JR新倉敷駅からバス乗車→

玉島警察署前バス停下車→東

方向へ徒歩3分

187

グループホームで、ご高

齢者の交流活動など

グループホームで、ご高

齢者の交流活動など

動きやすい服装、上靴 時間を守ること。お休みをするときは、

連絡が欲しい。

①ボランティアによ

る手弁当

186

認知症について少しでも

理解してほしい。

高齢者の話し相手

趣味（貼り絵、歌、本を

読む　等）を一緒にす

る。

食事・おやつ準備

上靴

メモ帳

手拭き（タオル）

体調管理

笑顔で挨拶

現場スタッフに聞きながら行動する。
③受入側で用意（実

費負担200円）
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活動先一覧　玉島地区

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
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高齢者 （福）松園福祉会 713-8125 期間中日曜日を除く 中学生/高校生/大学生

デイサービス
あすなろ園

デイ・サービスセンター
玉島勇崎1044 9:00~16:30 3人

高齢者
（福）

倉敷市社会福祉協議会
710-0261 夏休み中 中学生/高校生/大学生

デイサービス
船穂町

デイサービスセンター
船穂町船穂1861-1 10:00～15:00 2人

高齢者 （有）ケア・ワン 710-0261 いつでもOK 中学生/高校生/大学生

デイサービス デイサービスふなお 船穂町船穂1953-1 いつでもOK 2人づつ

高齢者 いなだ医院 713-8123 応相談 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

こはる日和
玉島柏島920-14 9:00～16:00 2～3人

高齢者 富田ケアセンター（有） 713-8115 いつでも 中学生/高校生/大学生

デイサービス 富田デイサービスセンター 玉島道口2754-1 10：00～16：30 3人

病院 倉敷医療生協 713-8123 中学生/高校生/大学生

デイケア 玉島協同病院通所リハビリ 玉島柏島5209-1 9：00～15：30 1～2人

障がい （福）クムレ 713-8103 高校生/大学生

障がい児通所

支援事業所
きらり玉島 乙島5796-53

9：00～12：00

13：00～16：00
1人

199

発達に遅れのあるお子さ

んへの関わりなど

療育支援 動きやすい服装、くつ、

室内シューズ、エプロ

ン、水分

個人情報を守って頂くこと（知り得たこ

とを外部へもらさない。）メモや写真な

どはとらないこと。健康で元気に子ども

と遊ぶこと。
①ボランティアによ

る手弁当

新倉敷駅から車で10分

198

要介護状態の利用者の状

態を知りコミュニケー

ションを図ること。

利用者さんにお茶を出

す。

集団体操を一緒にする。

手作業・レクリエーショ

ンへの参加　など。

運動しやすい服装

靴

利用者さんを尊重し、名前で呼ぶこと。

（おじいちゃん、おばあちゃんと呼ばな

い）

大きな声ではきはき受け答えをしてくだ

さい。

①ボランティアによ

る手弁当

197

「人の心を動かす」こと

の大切さ（心が動けば、

笑顔になり、心が動けば

活動量も増える。）

利用者さんとのコミュニ

ケーション等

上靴

動きやすい服装

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

車・自転車可能です。

196

福祉に興味がある方は、

どんな世界なのか感じで

欲しい。

そうでない方は、普段の

生活とは違う１日を過ご

して新しい発見をしてほ

しい。

利用者の方とのコミュニ

ケーションやレクリエー

ションの参加補助

上履き

（スリッパ不可）

貴金属・時計などは、付けてこないよう

にして欲しい。

服装は動きやすい服で。車で来る場合は

事前に相談。

活動日については、最低２日でお願いし

ます。

①ボランティアによ

る手弁当

195

ご利用者様との交流 レクリエーション

ゲームへの参加

雑務

お弁当、水筒

ハンカチ・ティッシュ、

カバン

筆記用具

言葉遣いを気を付けてほしい。

直接的な介護をせず、安全に気を付けて

欲しい。
①ボランティアによ

る手弁当

194

高齢者の長い人生経験を

通じて得た知識や気配り

などに触れ、優しさや温

かさを学んだり共有して

いただきたいと思いま

す。

利用者とのコミュニケー

ション、趣味活動の手伝

い

レクリエーションの手伝

い

上ぐつ 利用者の考えや思いの尊重

身だしなみや言葉遣い

利用者の方のプライバシーの保護に留意
①ボランティアによ

る手弁当

JR西阿知駅又は新倉敷駅より

コミュニティバスで「福祉セ

ンター」下車

193

人と接することの楽し

さ、やさしさに触れ、福

祉のしごとの魅力を体験

してほしい。

ご利用者との触れ合い

レクリエーション活動補

助

掃除や片づけの手伝い

水筒、タオル、弁当 1日から活動OK.

詳細は、お問い合わせください。（別

途）
①ボランティアによ

る手弁当
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活動先一覧　玉島地区

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
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障がい
（福）倉敷市総合福祉事業

団
713-8121 月曜日を除く 中学生/高校生/大学生

地域活動支援

センターⅠ型

玉島障がい者支援センター

はばたき
玉島阿賀崎2-1-10

9:00～19:00

（時間は要相談）
2～3人

病院 （公財）弘仁会 713-8103 中学生/高校生/大学生

病院 玉島病院 玉島乙島4030 8：30～15：30 3人

ボランティア

団体
713-8126

7月29日

8月12日
中学生

その他
沙美マリンフェスティバル

実行委員会
玉島黒崎6922 8:00～15:00 4人

ボランティア

団体
（NPO） 713-8122 相談 中学生

ボランティア

団体
備中玉島観光ガイド協会 玉島中央町1-6-16 相談 3人

ボランティア

団体
712-8013 8月23日 中学生/高校生/大学生

ボランティア

団体
倉敷おもちゃの病院 亀島1-41-19 10:00～14:00 3人

児童
（福）倉敷市総合福祉事業

団
713-8122 夏休み期間中 中学生/高校生/大学生

児童館 玉島児童館 玉島中央町3-9-12 9：00～17：00 10人

児童 （福）祥陽会 713-8102 中学生/高校生/大学生

地域子育て支

援拠点

地域子育て支援センター

よしうら
玉島1898-1 2人

ＪＲ新倉敷駅→バス玉島中央

町下車徒歩3分

ＪＲ新倉敷駅→バス玉島商業

グラウンド前徒歩5分

206

子どもと触れ合うことの

楽しさなど

利用されている子どもさ

んと遊ぶ。制作物の準備

等玩具の消毒、掃除

エプロン 体調の悪い時、家族に感染性の病気の方

がいる時はお休みください。お話しで聞

いたことは外部では話さない。
②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

205

児童館は、子ども達が

しっかり遊んで、心と身

体を育てる施設です。小

学生や乳幼児としっかり

ふれあい遊びの中でルー

ルやマナーを教えてあげ

てください。

乳幼児や小学生と一緒に

遊ぶ。行事の準備、片付

け、環境整備など

上履き（シューズ）、汗

拭きタオル、お茶、お弁

当、筆記用具、体験ノー

ト、体操服など動きやす

い服装で来てください。

時間厳守で来てください。笑顔で挨拶を心掛

けてください。休む時や遅刻する時は必ず連

絡をしてください。分からないことや困った

ことがおきた時は、必ず職員に尋ねてくださ

い。

①ボランティアによ

る手弁当

204

故障しても修理できる

動くようになる

おもちゃの修理の仕方

※活動場所　玉島児童館

なし 工具を使用するのでケガのないよう。

①ボランティアによ

る手弁当

203

決まりを守る。

臨機応変

夏休み→綿作品作り講座

年間観光ガイド

綿栽培

内容により相談 時間

報告

連絡

7月29日　午前9:30～

202

相手の気持ちを考えるこ

と。

記録係

放送係

受付　等

わからないこと、聞こえなかったことは

確認してください。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

201

働く体験を通し、働く喜

び、厳しさにふれ、また将

来の展望への一助とする。

体験を通し、ﾏﾅｰ、ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ等の社会性を身につけ

る。高齢者の気持ちを少し

でも理解し、感謝の気持ち

を持つことができる

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの補助

介護業務の見学、一部実

践など

筆記用具

お弁当

守秘義務（活動中に知り得たﾌﾟﾗﾊﾞｼｰに関するこ

とは、絶対に口外しないこと。）手洗いの励

行、整髪、服装などは清潔に、また爪は短く

切っておくこと。挨拶はきちんと行うこと。患

者さんを呼ぶ時はおじちゃんおばあちゃんと呼

ばないこと。

①ボランティアによ

る手弁当

200

まずは気軽に利用者さん

と交流し、楽しい時間を

過ごしていただきたいで

す。

センター利用者の方々と

の交流センター月例プロ

グラムの時間帯を通して

交流できます。

動きやすい服装で来てく

ださい。センターのプロ

グラムに参加する場合プ

ログラムの種類によって

は申し込み等必要になり

ますのでご相談くださ

い。

活動中はスマートフォン、携帯電話の使

用は禁止です。守秘義務・わからないこ

とや対応に困ったことがあれば気軽にス

タッフに相談してください。センター内

は写真撮影は禁止。

①ボランティアによ

る手弁当

新倉敷駅より玉島中央行きバ

スにて玉島支所で下車。西へ

徒歩2分（玉島中央病院西隣）
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活動先一覧　玉島地区

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
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 アクセス番号

児童 倉敷市立 713-8103 7月～8月 中学生/高校生/大学生

認定こども園 乙島東認定　こども園 玉島乙島7416-6 9：00～16：00 2～3人

児童 倉敷市立 713-8112
園の行事によって受け入れで

きない時がある。
中学生/高校生/大学生

認定こども園 穂井田認定こども園 玉島陶1834 9：00～16：00 2～3人

児童 （福）いずみ福祉事業会 713-8103 2～3日 中学生/高校生/大学生

保育園 いずみ乙島保育園 玉島乙島2245 9：00～16：00 最大3人

児童 （福）祥陽会 713-8102 お盆（8/11～8/15）を除く 中学生/高校生/大学生

保育園 上成保育園 玉島1614-5 9：00～16：00 5人

児童 （福）祥陽会 713-8102
行事と重ならなければいつで

も可
中学生/高校生/大学生

保育園 よしうら保育園 玉島1898-1 9：00～17：00 3人

児童 （福）心和会 713-8123
7/23～8/31

（8/11～8/16除く）
中学生/高校生/大学生

保育園 柏島保育園 玉島柏島2686-2 8：30～17：00 3人

児童 （福）たから会 710-0261
7/23～8/31

（8/13～8/15除く）
中学生/高校生

保育園 たから保育園 船穂町船穂3345 9：00～16：00 3～4人

213

子どもたちとの関わりの

中で、労りの気持ちや優

しい気持ちを持ち育ちを

見てほしい。

掃除、片付け。子どもた

ちと一緒に活動する。手

作りおもちゃや製作等

上履き、筆記用具、着替

え（汚れた時用）帽子、

水筒、弁当、主食（白

飯）

欠席する時は、8時半までに連絡してください。

ベストコンディションで参加してください。保

育園で知り得た保護者やこどもの情報プライバ

シーに関わることを園外で話さないでくださ

い。アレルギーのある方は必ず申し出てくださ

い。

③受入側で用意（副

食は園で用意する）

※白米は各自で用意

新倉敷駅から南へ車で3分、トラ

イアルの南側の道をまっすぐ行く

と右手に時計台のある建物があり

ます。

212

保育の仕事内容 子ども達と一緒に遊ぶ。

保育の準備作業。清掃。

帽子、上靴、水筒、タオ

ル、着替え（Ｔシャツ、

ズボン）

運動のできる服装（体操服）上靴（体育

館シューズ）タオル、着替え（水遊びな

どを行う場合があるため）爪は短く切っ

てください。長い髪の方はゴムでまとめ

てください。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

211

子どもと関わることの楽

しさ、保育者の仕事内容

保育士の手伝い（清掃、

片付け・草取り・子ども

と遊ぶ）

上靴、水筒、帽子、タオ

ル、筆記用具、体験ノー

ト、誓約書（事前研修で

渡す）服装は中高生は体

操服、大学・短大生は動

きやすい服装（パーカー

不可）に名前、エプロン

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

210

保育士の仕事を知り、子

どものかわいさも感じて

ほしいです。

保育士の手伝い、環境整

備手伝い等

帽子、上靴、水筒、タオ

ル、体操服

小さい子どもは病気にかかりやすいの

で、熱がある時や体調が悪い時は、うつ

さないようにお休みしてください。やさ

しい言葉でお話ししてあげてください。
②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

ショッピングセンタートップス（マ

クドナルド玉島）の南側（警察署方

向）です。バス停「玉島ショッピン

グセンタートップス前」からすぐの

ピンクの建物です。

209

ボランティア体験を通し

て社会福祉について学ん

でほしい

保育の補助、環境整備、

こどもと一緒に遊ぶ

上履き、汗拭きタオル、

水筒、帽子、筆記用具、

米（一日0.5合園で炊き

ます）

真面目に取り組んでいただきたいです。

服装や振る舞いが子ども達の見本となる

ようにお願いします。
③受入側で用意（実

費負担200円）

自転車

208

保育教諭の仕事の内容、

楽しさを知ってほしい。

子どもと遊んだり、世話

をしたりする。草取りな

どの環境整備

動きやすい服装、シュー

ズ、帽子など

①ボランティアによ

る手弁当

新倉敷駅から自転車で約30分

207

乳幼児との関わり 乳幼児と一緒に遊ぶ、保

育教諭の手伝い、環境整

備など

上履き、筆記用具、着替

え（夏なので）帽子、エ

プロン、水筒、弁当

お盆の期間は避けてほしい。基本的な挨

拶、時間厳守など

①ボランティアによ

る手弁当
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活動先一覧　玉島地区

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
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 アクセス番号

児童 （福）敵育福祉会 713-8103
7/23～8/31

（8/13～8/15除く）
中学生/高校生/大学生

保育園 瀬崎保育園 玉島乙島4502-2 9：00～16：00 5人

児童 （福）船穂福祉会 710-0261

7/23～8/10

8/20～8/25

（土日除く）

中学生/高校生/大学生

保育園 船穂保育園 船穂町船穂2627-1 9：00～16：00 3人

児童 倉敷市立 713-8102 6月～8月 中学生/高校生/大学生

保育園 玉島保育園 玉島1-14-15 9：00～16：00 3人

216

保育補助、環境整備、保

育準備

帽子、運動靴、水筒、お

弁当、筆記用具

プライバシーの保護

①ボランティアによ

る手弁当

215

仕事の楽しさと大変さ厳

しさを学んでほしいで

す。

園児と一緒に遊んだり、

生活をしていきながら、

保育士の補助や環境整

備、掃除または、行事な

どの準備やお手伝いをし

ていただきたいと思いま

す。

服装は学校で着ている体

操服、帽子、上靴、タオ

ル、筆記用具（ボラン

ティアノート）

挨拶、返事は大きな声で元気よく、子どもの前

では笑顔で話しかけてください。身なりや座り

方など常に子どもたちが見ていると思い、意識

してほしいです。休む時は早めに連絡してくだ

さい。最低１人3日くらいは活動してほしいで

す。

③受入側で用意（副

食は園で用意する）

（実費負担250円）

※白米は各自で用意

214

積極的な活動への参加、

社会における礼儀

保育士の手伝い（保育に

参加）

着替え、上靴、帽子、タ

オル、水筒、筆記用具、

動きやすい服装（体操

服）

・毎朝体温を測り、微熱や体調不良の場合は

無理せず休んでください。

・欠席、遅刻の場合は電話連絡をする。

・笑顔で明るく挨拶する。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

バス：新倉敷駅より両備バス

（住友重機行）→堀貫北バス

停下車　徒歩1分
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