
 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者
株式会社ワークハウスふれあい

庵
〒731-0114 随時 高校生/大学生

デイサービス デイサービスまつしま 松島459
AM9:30～PM4:30

（本人希望可）
2人

高齢者 社会福祉法人　和福祉会 〒710-0002 中学生/高校生

通所介護
デイサービスセンター庄の里

「なごやか」
生坂698 10時～15時 2人

高齢者 社会福祉法人　和福祉会 〒710-0002 中学生/高校生

地域密着型介護老人福祉

施設

地域密着型特別養護老人ホーム

庄の里「なごやか」
生坂698 10時～15時 3人

高齢者 社会福祉法人　和福祉会 〒710-0002 中学生/高校生

認知症対応型通所介護
認知症対応型デイサービスセン

ター庄の里「なごやか」
生坂698 10時～15時 1人

高齢者 株式会社　緑 〒710-0005
中学生/高校生/

大学生

小規模多機能型居宅介護 倉敷楽々苑 西岡1150-5 10:00～16:00 2～3人

高齢者 ㈱福祉浩志会 〒710-1101 特になし 大学生

特定施設入居者生活介護 介護付き有料老人ホーム太陽 茶屋町695-6 9:00～17:00 1人

高齢者 社会福祉法人　郁青会 〒710-1102 特になし
中学生/高校生/

大学生

認知症対応型共同生活介

護

グループホーム　サンバード茶

屋町

茶屋町早沖

424-15
9時～11時半頃 2人

ＪＲ中庄駅より歩いて15分

1

高齢者施設の役割り、介護の仕事

介護の出来る服装（Ｇパン不

可、ジャージ等）、上履き

・個人情報の取り扱いには十分配慮し

てください（当社マニュアル有）

・独断ではせず、必ず職員の指示に

従ってください。 ③受入側で用意（実

費負担300円）

介護現場を体験し、今後の進路の参考になれば

と思います。

2

3

高齢者施設の役割り、介護の仕事 上履き、飲み物 施設で感染症等が発生した場合は受け

入れを中止させて頂きます。

①ボランティアによ

る手弁当

ＪＲ中庄駅から徒歩20～25分

倉敷北中学校から徒歩3分

茶屋町駅より徒歩10～15分くらい。茶

屋町小学校北700～800m。

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

デイサービス利用者の見守り、話し相手

等

ご利用者とのコミュニケーション、創作

活動やレクリエーション

ご利用者とのコミュニケーション、創作

活動やレクリエーション

軽度～重度と様々なタイプの認知症の方と接す

ることで、認知症という病気のことや認知症の

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、散歩付添い、レ

ク手伝い等

自分が何か学びたいという目的をもって来られ

ると思うので個々にそれを学んでほしい。

レク補助、シーツ交換、そうじ、それぞ

れの目的に応じて

上履き ボランティアの目的をもって来てもら

いたい。

③受入側で用意（実

費負担100円）

茶屋町駅から徒歩10分、自家用車家

ＪＲ中庄駅から徒歩20～25分

倉敷北中学校から徒歩3分

ＪＲ中庄駅から徒歩20～25分

倉敷北中学校から徒歩3分

話し相手、生活上の手伝い、余暇活動、

散歩等

上履き、飲み物、弁当 守秘義務、スタッフの話をよく聞いて

ください

①ボランティアによ

る手弁当

自転車、車可能

6

4

5

7

高齢者施設の役割り、介護の仕事 ご利用者とのコミュニケーション、創作

活動やレクリエーション

上履き、飲み物 施設で感染症等が発生した場合は受け

入れを中止させて頂きます。

①ボランティアによ

る手弁当

上履き、飲み物 施設で感染症等が発生した場合は受け

入れを中止させて頂きます。

①ボランティアによ

る手弁当

高齢者と触れ合うことで暖かみを互いに感じて

もらいたい。

上履き 欠席の際は必ず連絡すること



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者 医療法人　平成会 〒701-0112
7/22（月）～8/23

（金）

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 井料法人　平成会 〒701-0112

7/22（月）～8/23

（金）

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
あなぶきメディカルケア株式会

社
〒710-0063 特になし 中学生/高校生

有料老人ホーム、

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1-5-

7
9:00～16:30 2人

高齢者 有限会社　白寿 〒710-0065
中学生/高校生/

大学生

デイサービス 倉敷北ケアセンター 宮前42-1 9:00～16:30 2人

高齢者 社会福祉法人　ますみ会 〒710-0803
7/22～8/30までの平日

（月～金）

中学生/高校生/

大学生

介護老人保健施設 特別養護老人ホーム　ますみ荘 中島837-5
14:30～15:30

（1時間程度）
3人

高齢者 株式会社コエヴィ 〒701-0111 年間通じて可 大学生

通所介護デイサービス
やま幸デイサービスセンター

上東の家
上東1080-2 9:30～16:00 1～2人

高齢者 株式会社りまる 〒710-0834 いつでも
中学生/高校生/

大学生

グループホーム グループホーム大地 笹沖599-5 9:00～17:00 2人

ご利用者様との関わり方、生活の様子について 利用者への間接的な介助、レクリエー

ション等の補助

昼食、水分補給用の飲み物 個人情報の取り扱いには注意してくだ

さい（守秘義務）

体調不良等により休まれる場合は事前

に連絡してください。 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中庄駅よりタクシーで5分

筆記用具、飲み物 ・動きやすい服装で来てください

・オリエンテーションを含めて、活動

参加日が最低2日以上になるようにお

願いします

・利用者の皆さんと一緒にマスキング

テープを使った作品作りに取り組んで

いただく予定です

ＪＲ中庄駅より徒歩20分

ＪＲバス（倉敷⇔岡山）清心学園また

は備中庄バス停より徒歩10分

利用者の方への間接的介助。レクリエー

ション等の補助等。

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）

活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

・高齢者の方々を見下さない姿勢

・自分の意見を押し付けるのではな

く、静かに聴く姿勢

・口調（きつくならない、ゆっくり

と、難聴気味の方には耳元でハッキリ

ゆっくりと）

①ボランティアによ

る手弁当

ＪＲ下庄バス亭から北へ約500m先（北

に向かって歩いていると左側にやま幸

デイサービスセンター上東の家の看板

あり）

9

8

10

施設でのお年寄りの生活を知ってもらいたい。

①ボランティアによ

る手弁当

バスはＪＲ倉敷駅より約15分、「穴場

神社」下車。

鉄道ではＪＲ倉敷駅より水島臨海鉄道

で水島行きで約8分。「西富井」下車、

徒歩約5分。

動きやすい服装、上靴、弁

当、飲料（水、お茶など）

番号 体験を通じて学んで欲しいこと

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担650円）

高齢者との関わり方 お話し相手、飲み物の提供、レクリエー

ション

11

高齢者との交流、業務体験を通じて介護の実情

を理解してもらう

上靴、弁当、水筒 利用者について守秘義務

①ボランティアによ

る手弁当

14

認知症介護 利用者さん話し相手、ごはん準備等 エプロン、履き物 必ず職員の指示を守って利用者さんと

関わってもらいたい。
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）

高齢者との交流、生活の場の提供、環境

整備、活動補助

12

・介護や福祉の仕事に興味をもってもらいたい

・施設のことを知ってもらいたい

入所者と交流を図る（初日にはオリエン

テーション、館内見学、福祉機器の体験

を行います）

13

高齢者に関する姿勢 移動・移乗の見守り介助、集団レクリ

エーション参加、事業所美化（壁面・清

掃）

上ぐつ、お茶（必要に応じ

て）、弁当（必要に応じて）

介護体験が不安なく行えるよう支持・

支援します。ボランティアの方には分

からないことは自分で判断せず職員に

聞いたり、なんのためのこの体験をう

けるのか目的をしっかり持つという２

つの姿勢を心掛けて頂ければと思いま

す。



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者 医療法人　三周 〒710-0803 土、日、祝以外
中学生/高校生/

大学生

デイサービス
三谷原内科医院デイサービスセ

ンター
中島1473-1 9:30～15:30 2人

高齢者 有限会社　介護市場 〒710-0133
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すまいる
藤戸町藤戸

1416-8
9:30～17:00の間 2人

高齢者 社会福祉法人　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 株式会社ケアプレジャー 〒710-0035 特になし
中学生/高校生/

大学生

グループホーム グループホーム花の里　萌 黒石247-1 9時～17時 2～3人

高齢者 株式会社ケアプレジャー 〒710-0035 特になし
中学生/高校生/

大学生

グループホーム グループホームふるさと萌 黒石377-1 9時～17時 2～3人

高齢者 医療法人　平成会 〒701-0112 いつでも可
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 9:00～17:00 1人

高齢者 社会福祉法人　稔福祉会 〒700-0953 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

10:00～12:00

及び

13:30～15:30

10人

アクセス

服装は動きやすい格好

（ジャージ等）、上ばき、タ

オル、水分補給用の飲み物

・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

ＪＲ中庄駅より約8km（車で10分）

20

高齢者との交流により、介護の経験をしてほし

い

コミュニケーションや清掃活動など 靴（室内用）、メモ一式、ハ

ンドタオル、着替え（必要あ

れば）

・個人情報については守秘義務をお願

いします。

・活動中は何かあれば職員にすぐ報告

してください。 ①ボランティアによ

る手弁当

ＪＲ中庄駅より徒歩25分

上ばき、活動しやすい格好、

エプロン、筆記用具

・スタッフ、利用者へのあいさつ、学

生同士での大きな私語はしないこと

・分からないことはしっかり聞いてく

ださい ①ボランティアによ

る手弁当

認知症介護の関わり方を学んで欲しい。 コミュニケーション 活動しやすい服装、上ばき、

エプロン、筆記用具

・職員、入居者様へのあいさつをきち

んと大きな声で言う

・学生同士の私語はしないこと

①ボランティアによ

る手弁当

高齢者に対しての接し方、知識 デイサービス内での簡単な介助など

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）

18

19

15

高齢者との関わり方、過ごし方 デイサービス一般、体操、脳トレ、レク

リエーションetc

高齢者（認知症）との関わり方を学んで欲し

い。

レクリエーション、コミュニケーション

人と人とのつながりの大切さや、そこから感じ

る充実感や責任感。

特養、デイサービス、ケアハウスでの入

居者との交流等。

掃除、カラオケ、買い物、ゲーム等。

上靴、ジャージ等　動きやす

い服装

③受入側で用意（実

費負担200円）

ご利用者様とのコミュニケーション、見

守り、清掃活動。

動きやすい服装、屋内シュー

ズ、筆記用具など

個人情報の保護、施設内でインフルエ

ンザ等が発生した場合、又は、ボラン

ティアの方が体調が良くない場合は活

動をお断りさせていただく場合があり

ます。

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

16

21

上靴、動ける服装 個人情報保護

①ボランティアによ

る手弁当

17

介護の魅力を知って欲しい。



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者 医療法人　誠和会 〒710-0803
7月～8月

（8/14～15を除く）
中学生/高校生

介護老人保健施設 福寿荘、有料老

人ホームせいわ、グループホーム

コージ小規模多機能和（なごみ）、

倉敷紀念病院通所リハビリテーショ

ン、デイサービスせいわ

中島831 10:00～15:00 2人

高齢者
特定非営利活動法人　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

地域密着型通所介護 古民家デイサービス　蒼水丸 水江893-2 9:30～15:30 2人

高齢者 社会福祉法人　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380-2 9:30～16:00 2人

高齢者 社会福祉法人　郁青会 〒710-0013 １日 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時～11時 2人

高齢者 敬友会 〒710-8023 要相談
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東倉敷 新田2605-4 要相談 2人

高齢者
有限会社　医療福祉研究所ヘイ

セイ
〒710-0823

インフルエンザ等の感染

症流行期以外を希望

中学生/高校生/

大学生

認知症対応型通所介護

グランドガーデン南町　認知症

対応型通所介護　認知症デイ

サービスよくなるデイ南町

南町1-12 13:30～14:30

高齢者 社会福祉法人　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

（午前のみ、午後のみで

も可能です）

2人

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

【バス】ＪＲ倉敷駅　２番のりば乗車

約10分「穴場神社・倉敷紀念病院前」

下車すぐ

【水島臨海鉄道】倉敷市駅　水島方面

行き乗車約8分「西富井駅」下車、徒歩

約5分

高齢者と接し関わり方を学んで欲しい。また、

施設がどんなところか知って欲しい。

レクリエーション、行事の補助、話し相

手、身体介助以外のお手伝い

倉敷駅北口より自転車で20分程度。

※交通の便があまりよくありません。

・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

27

尊厳の気持ちで接して頂くことで、多くのこと

を学べると思います。

認知症の方への理解を深めて頂ければ幸いで

す。

施設行事がある為、受け入れ日は早め

の打合せが必要です。

・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

・介護の楽しさ

・認知症の方への理解

高齢者への言葉づかい、知り得た情報

の口外しないこと

不洗観音近く、バス停が近くにないの

で自転車で来れる範囲の人

特になし 服装は動きやすい服（ジャージ、ノー

スリーブ不可）、上ばき不要

③受入側で用意（実

費負担500円）

動きやすい服装（体操服、

ジャージ等）、上ばき

明るい挨拶、礼儀、身なりを整える

等、心掛けて頂けたらと思います。

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）、笹無山バス亭で下

車して徒歩5分の所にあります。

上ばき、ジャージ上下、手拭

き用タオルかハンカチ、汗拭

き用タオルなど

利用者とのコミュニケーションを通して、挨拶

や言葉遣い等、社会ルールを学んで頂きたいで

す。

個人情報を守る。

指導者の指示に従う。

①ボランティアによ

る手弁当

動きやすい服、スニーカー、

上靴、食費1日300円（希望

者のみ）

・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までに蒼水丸へ連絡し

て下さい。

利用者とのコミュニケーション、集団レ

クリエーション（ゲーム）手伝い　等

利用者とのコミュニケーション、清掃活

動

介護の仕事について、高齢者の方々への接し方

高齢者認知症の方の接し方など 入居者とコミュニケーションなど

22

歌や演奏等が喜ばれることが多いです。

高齢者の方々と交流の仕方 ご利用者様とコミュニケーションをと

る。一緒にアクティビティを行う。

24

28

25

26

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）

上ばき、タオル等 活動中は動きやすい服装でお願い致し

ます。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

・動きやすい服装と靴

・タオル

・水分補給の飲み物

23



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者 社会医療法人　全仁会 〒710-0826 7～8月
中学生/高校生/

大学生

通所リハビリテーション
倉敷平成病院　通所リハビリ

テーション

老松町4-4-7

（在宅総合ｹｱ

ｾﾝﾀｰ1階）

8:30～17:00 1人

高齢者 社会福祉法人　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

特養、デイサービス、グ

ループホーム

特別養護老人ホーム浮洲園

グループホーム浮洲園

デイサービスセンター浮洲園

粒江2500-1

9:00～16:00

（午前のみ、午後のみで

も可能です）

2人

高齢者 株式会社　倉敷夢工房 〒710-0048 1～5日間 高校生/大学生

グループホーム グループホーム福島の里 福島437
9時～17時の間でいつで

も
2人ぐらい

高齢者 ㈱ニチイ学館 〒710-0844

デイサービス ニチイケアセンター大高 福井46-5 10:00～12:00 1～2人

高齢者 社会福祉法人　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 株式会社ツクイ 〒710-0807
中学生/高校生/

大学生

デイサービス ツクイ倉敷西阿知
西阿知町744-

1
13時～15時

高齢者 医療法人　平成会 〒701-0112
7/22（月）～8/23

（金）

中学生/高校生/

大学生

介護付有料老人ホーム
介護付有料老人ホームさんらい

ふ
下庄627-1 9:00～15:00 1～3人

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

倉敷工業高校北隣（添付書類参照）運動が行いやすい服装 個人情報の取り扱いについて注意して

頂けたらと思います。

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）、笹無山バス亭で下

車して徒歩5分の所にあります。

認知症高齢者　介護の実情、福祉への心 認知症高齢者の方とのレクリエーション

等

動きやすい服装、上ばき 入居者皆さんが認知症であるというこ

とを理解、了解した上で参加してほし

い。風邪などの症状がある時は中止し

てほしい。 ③受入側で用意（実

費負担315円）

万寿東小学校の東となり

上靴、弁当、水筒 ・利用者についての守秘義務は必ず

守ってください

・都合や体調不良等で休む場合は必ず

事前に施設へ連絡を入れて下さい。 ①ボランティアによ

る手弁当

・バス、利用の場合　清心学園前停留

所で下車、徒歩5分、駐輪場あり

・自動車利用の場合　ＪＲ中庄駅から5

分（トンカツ屋・かつ泉　横）

・体操服（名札付が望まし

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聴く

姿勢、守秘義務が守れる人

・自分の特技を披露出来る人大歓迎で

す（楽器、趣味、得意な事） ①ボランティアによ

る手弁当

利用者の方への間接的介助、レクリエー

ション等の補助

・動きやすい服装

・上履き

あいさつ、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

介護の楽しさ、大切さ レクリエーションを通しての高齢者との

ふれあい

動きやすい服装、屋内シュー

ズ、水筒

高齢者に対して礼儀正しい態度と言葉

遣い。

下電バス天城線　天城郵便局前（笹無

山）下車　徒歩5分

駐車・駐輪場完備

認知症高齢者の生活、グループホームの特色 入居者の活動支援の補助（体操、趣味活

動、役割支援など）

介護系施設での高齢者の支援のあり方、各ス

タッフの役割

体操等プログラムの補助、利用者との交

流

施設での高齢者の方の生活の様子

32

利用者様との交流・手伝い 一緒にパズルをしたり歌をうたったり、

又、身の周りの簡単なお世話

35

30

利用者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。

・利用者とのコミュニケーション

・清掃活動

33

31

34

29

エプロン、上ばき、水筒



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

高齢者 社会福祉法人　和福祉会 〒701-0103 中学生/高校生

グループホーム
庄の里グループホーム「なごみ

の家」
西尾11-1 2人

高齢者 社会医療法人　全仁会 〒710-0826 7月～8月の平日 高校生/大学生

介護老人保健施設 倉敷老健
老松町4-3-

38
10:00～15:00 2人

高齢者
株式会社ココテレサメロンケ

アー
〒710-0801 特になし

中学生/高校生/

大学生

デイサービス、

ショートステイ

デイサービスセンターテレサ、

ショートステイてれさ
酒津2512-2 9:30～16:00 5人

高齢者 社会福祉法人　和福祉会 〒701-0111 いつでも可
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 9:00～17:00 6人

障がい者 社会福祉法人　くるみ 〒701-0104
中学生/高校生/

大学生

就労継続支援Ｂ型生活介

護
ワークハウスくるみ 山地1977 9:30～16:00 5人

障がい者 〒710-0822 8月20日（火） 中学生

倉敷市特別支援学級親の会
稲荷町1-33-

2
11:00～17:00

病院 医療法人　三十会 〒710-0007 8月6日（火） 高校生/大学生

倉敷神経科病院 浅原400 17:00～20:30ごろ 10人まで

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

42

①精神疾患についての理解

②精神科病院の役割と現状

病院行事（盆踊り大会）において、①会

場準備とかたづけ作業、②患者さんとの

交流、③飲食物配布時の補助作業

運動できる服装 ・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。

・活動時間が夜間のため、高校生は必ず保

護者の方に送迎をしてもらって下さい。

・患者に関する個人情報保護のため、写真

を撮ったり、内容をブログ等に記載しない

こと。

・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

40

障がいがあってもみんなと同じなんだと感じて

もらえたらと思います。

障がいがある人達と一緒にクッキーや織

物のお仕事の手伝い。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。

・土日祝はお休みです。
①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担額150円）

中庄駅（ローソン側）から送迎あり。

41

障がいをもった子供に対する目線・対応・配慮 親と教師の懇談会の託児ボランティア

（障がい児とその兄弟）

体育館シューズ、タオル、水

筒

突発的な行動があったりするので、広

い心で寄り添ってもらいたい。

大きな声を出さない。

障がいをもった子供に感心をもっても

らいたい。

③受入側で用意（実

費負担　　　円）

福祉プラザで実施するので、葦高小前

バス停で下りるか、自転車でお願いし

ます。

丁寧な挨拶と笑顔での会話

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担324円）

高齢者に対する思いやりの心 利用者との会話、簡単なお茶出し 飲み物、履きなれた靴、動き

やすい服装（ジャージ・体操

服等）

①ボランティアによ

る手弁当
38

思いやりの心と目上の方への尊敬の心 コミュニケーション

高齢者の特性を知る 話し相手、レクリエーション

利用者の方と関わり心が元気になる事

36

37

動きやすい服装 介護職を目指している人

（守ってほしいこと）個人情報、体調

管理

①ボランティアによ

る手弁当

家事の手伝い、利用者と一緒にクラフト

活動、ゲーム等

上履き、動きやすい服装、昼

食

元気なあいさつ

①ボランティアによ

る手弁当
39



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

ボランティア団体 〒710-0834 8月10日（土）
中学生/高校生/

大学生

笹沖180

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

内

13:30～ 10人

ボランティア団体 〒710-0016 7月26日（金）
中学生/高校生/

大学生

中庄1270 13:00～15:00 20人

ボランティア団体 〒712-8031 7月、8月
中学生/高校生/

大学生

福田町浦田

2461-76
9:00～16:00 6人

ボランティア団体 〒710-0834 8月21日（水） 中学生/高校生

笹沖180

倉敷ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾ

ﾝﾀｰ内

13:00～16:00 25人

ボランティア団体 〒710-0807 8/17～8/18 高校生/大学生

西阿知町

1018-12
9:00～17:00 20人

ボランティア団体 〒712-8051 8月8日 中学生/高校生

中畝5-11-17 9:00～15:00 6人

ボランティア団体 7/21、8/23～25
中学生/高校生/

大学生

酒津公園（実

施場所）
10:00～16:00 6人

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

48

「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

49

遊びを通じてやりたいと思ったことは結果など

気にせず挑戦してみてほしい。

異年齢、世代の違う人との繋がりや関わりを深

めてほしい。

自分の責任で自由に遊ぶ 飲み物、昼食、濡れたり汚れ

たりしてもいい服、着替え

夏の暑い時期の野外での活動なので、体調

に気をつけて無理をせず、どこかおかし

かったら早めに休んだり、スタッフに相談

してください。

活動中困ったことがあったり、どうすれば

いいかわからないときなどもスタッフに相

談してください。

①ボランティアによ

る手弁当

イオン倉敷から北東に歩いて15分、酒

津公園内のプールの横

ひまわりの会

遊び場を考える会

46

視覚障害者の日常生活への理解を深めてほしい 点字体験 筆記用具 当日、急に欠席の場合は、すみやかに

倉敷ボランティアセンターまでご連絡

ください。「13時にはボランティア交

流室へ集まってください）

47

人のためにボランティアすることのよろこび 活動資金を得る為のバザー手伝い お茶、体育館シューズ、タオ

ル（汗ふき用）

担当者の指示により手伝ってくださ

い。

危険なことはありませんが、体育館の

中ですので暑いです。 ③受入側で用意（実

費負担　　　円）

ＪＲ西阿知駅より歩いて５分、西阿知

小学校体育館

ともしび点訳グループ

西阿知学区ボランティアすみれ

会

45

自分自身も省エネを心がけて家族にも伝えてほ

しい。大人とコミニュケーションをとること。

毎月一度イオンモールで省エネ活動をし

ています。今回は夏休みでお客さんも多

く、たくせんの人に体験してもらうた

め、お手伝いをお願いします。

制服で来てください。筆記用

具。

イオンに買い物に来るお客さんに省エ

ネ体験をしてもらいます。慣れてきた

ら皆さんにもできるだけ積極的にお客

さんに接してもらいます。 ③受入側で用意（実

費負担500円）

市役所で待ち合わせて乗り合わせる

か、現地集合。

倉敷音訳の会

倉敷総社温暖化対策協議会

43 倉敷要約筆記サークル

44

音声訳の役割を知ってもらう。視覚障害者の理

解と相手の立場を思いやること。

「音声版広報くらしき」のダビング発送

作業。音声訳パソコン録音の体験

なし 真面目に取り組んでほしい。



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

ボランティア団体 〒710-0046 7～8月毎日 中学生/高校生

中央2-6-1

倉敷市観光休

憩所内

9:30～11:00

13:30～15:00
8人

その他
7/7、20、26、8/4、

23、31

中学生/高校生/

大学生

スポーツボランティアイベン

ト
12:00～16:00 15人

地域団体 〒710-0836 8月4日（日） 中学生/高校生

地区社協 沖189-3 16:00～19:30 70人

地域団体 〒710-0837
7/24・7/25

7/30・7/31
中学生/高校生

地区社協 沖新町68-1 9:30～11:50 6人

児童 中野社会福祉協会 〒710-0132
夏休み期間中、

それ以外もＯＫ

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

児童
社会福祉法人

倉敷福祉事業会
〒710-0825 年間通してＯＫです

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人

児童
社会福祉法人

倉敷福徳会
〒710-0841

中学生/高校生/

大学生

保育園 小谷かなりや第二保育園 堀南1012-2
9:00～12:00

13:00～16:00
4人

55

子どもたちと遊ぶ楽しさを感じたり、積極的に

作業等に取り組んで頂きたいです。

子どもと遊ぶ、掃除、雑務等 帽子、タオル（暑い時期）

水分補給のための水筒

屋内用シューズ

子どもたちは危険予測ができないの

で、危険を察知したら防いで欲しい。

あいさつ、言葉遣いに気を付ける。

③受入側で用意（実

費負担　300円）

56

保育の楽しさや大変さ 保育士の手伝い、子どもと一緒に遊ぶ 体操服、帽子、水筒、上履

き、筆記用具

健康であること（自己管理）自分も子

どもがケガのないように気をつけるこ

と。小さい事でも早めの報告・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。

①ボランティアによ

る手弁当

53

小学生の児童といっしょに数字のパズルを解く

ことで、教えることの楽しさ・難しさを体験し

てもらえたら…

大高小学校の児童を対象に数字をつかったパ

ズル教室を開催。

パズルが解けないことに苛立つ小学生に優し

くアドバイスを。

筆記用具、飲料、服装は自由 ナンバープレイスが解けることが応募

の条件です。

午前だけなので弁当

はなし

倉敷南公民館2階大会議室（倉敷市沖新

町68-1）駐輪場あり。

54

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。

子どもの生活のサポート（食事、排泄

etc）、一緒に遊ぶ、掃除、手伝い

エプロン、三角巾、シュー

ズ、帽子、タオル、水筒

・保育者だけでなく園を利用する保護

者や子どもたちにきちんと挨拶をして

欲しい

・園の物は大切に

・アレルギーのある場合は申し出てく

ださい

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

下電バス　藤戸寺下が一番近いです

大高地区社会福祉協議会

52

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、貴重品はそれぞ

れで保管

夏の暑いなかで戸外でのボランティア

となるため、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）

倉敷市立大高小学校（倉敷市堀南621）

運動場で開催。雨天の場合は渡り廊下

で実施。

倉敷地区ウェルカム観光ガイド

連絡会

大高地区社会福祉協議会

障がいのある方・児童・高齢者との接し方 屋内シューズ、タオル、飲み

物

活動場所・くらしき健康福祉プラザ体

育館にてスポーツのコートづくりや一

緒にスポーツを楽しむ（ルールなどは

クラブ員が説明します） ①ボランティアによ

る手弁当

NPO法人　スポーツライフ'91

天城

障がい者・高齢者・児童が一緒に楽しめ

るスポーツの体験

くらしき健康

福祉プラザ体

育館（笹沖

180）

51

50

白壁と天領の町並みを学んで欲しい 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）

ノート等のメモ用紙、帽子、

飲み物、ハンカチ等（猛暑対

策）

①車の通行等安全に留意

②自分なりのテーマを決めて参加して欲し

い（質問は大いに歓迎します）

③ガイドの指示に従って下さい

④定期便コースのお客様と同行になります
①ボランティアによ

る手弁当

倉敷物語館より出発ですが、倉敷観光

休憩所へ集合して下さい。

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



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

児童 啓心福祉会 〒710-0815 7月～9月

保育園 みらい保育園 日吉町213-1 9:00～15:30 3人

児童 四ツ葉会 〒710-0011
7、8月中旬、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 中野社会福祉協会 〒710-0132 夏休み（7/22～8/20）
中学生/高校生/

大学生

学童保育
倉敷市天城子どもの家児童育成

クラブ

藤戸町天城

2388-12

9:00～17:00の間

希望時間
4人

児童 社会福祉法人きっしょう会 〒710-0024 7/22～8/30
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 社会福祉法人　若竹の園 〒710-0046
7/8～20

7/29～8/29

中学生/高校生/

大学生

保育園 若竹の園 中央1-6-12 8:30～16:30 4人

児童 社会福祉法人　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 9:30～13:00 1人

児童 〒710-1101 6月～2月
中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市茶屋町保育園 茶屋町165-2 3～4人

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

59

学童での生活を通じて、保育の中での安全の確

保と遊びの対応

保育（児童との遊び、おやつ準備補助、

清掃）

動きやすい服、くつ

タオル、ハンカチ

お弁当

トラブル（ケンカ、ケガ、敷地外へ児童が

出る等）があった場合には、職員へすぐに

伝えてください。児童への暴言、暴力は厳

禁です。児童、保護者への挨拶はきちんと

してください。アレルギーはある場合は申

し出てください。

①ボランティアによ

る手弁当

下電バス　藤戸寺下が一番近いです

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３日間は継続をお願いします。 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

57

ぜひ体験を通じて今後の学校生活においても、一人

一人に向き合う、皆同じではない、問題が起きた時

にどうしたらいいかを一緒に考え、一人一人が困ら

ないように寄り添えることができる存在になれたら

素晴らしいなと思います。子ども達から得られる全

てを宝にしてもらえたらと思います。

保育補助 帽子、タオル、弁当、水筒、ボ

ランティアノート、着替え（水

遊び・プールがありますので濡

れた場合の着替え・ビーチサン

ダル）

動きやすい恰好・体操服上下or

ジャージ等、運動靴、上履き、

筆記用具

・時間厳守　・体調が悪い時には無理をしない

で保育士に伝えてください　・休む時、遅れる

時には電話を入れるようにしましょう　・決め

られた場所から勝手に動かない、「〇〇へ行っ

てきます」と言ってから持ち場を動きましょう

・保護者や職員に気持ちの良い挨拶をしましょ

う　・言葉使いには気をつけましょう　・座る

時にはあぐらや立膝をしません　・子どもの腕

を引っ張らないようにしましょう

①ボランティアによ

る手弁当

58

保育補助、雑用 動ける服装、お弁当、お茶

（水分補給用）、帽子（戸外

遊び用）、汗拭きタオル

やる気のある方のみ参加でお願いしま

す（友達と一緒でなく、一人でもボラ

ンティア活動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中庄駅より東へ徒歩5分です

60

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

・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。

・困った時など、自分勝手に判断しな

いで、近くの職員に聞く。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

63

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（子どもと一緒に

遊ぶ）

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

61

子供たちの純粋さ・働くことの意味 乳幼児の保育の補助・環境整備（子供た

ちと一緒に遊んだり、生活の補助、掃除

や片付けの手伝い）

活動しやすい服装・上履き・

日よけ帽子・ハンカチ・

ティッシュ・エプロン・三角

巾等

・守秘義務、乳幼児が相手なので立ち

振る舞い、言動などに気を付けてほし

い　・時間厳守　・欠席の連絡は早め

に必ずしてください　・最低活動日数

は３日です

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

62

保育士の仕事の楽しさ 保育補助、環境整備 上靴、外靴、帽子、ハンドタ

オル、筆記用具、プラスチッ

クコップ



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

児童 総合福祉事業団 〒710-0834 通年
中学生/高校生/

大学生

子育て支援センター 倉敷市子育て支援センター 笹沖180
10:00～12:00

13:00～16:00
3人

児童 社会福祉法人　きっしょう会 〒710-1102
中学生/高校生/

大学生

保育園 はやおき保育園
茶屋町早沖

978-2
9:00～16:00 3人

児童 遍照会 〒710-0807 7月末～8月
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 社会福祉法人　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 3人

児童 〒710-0027 7月、8月 大学生

保育園 倉敷市豊洲保育園 西田404-2 9:00～16:00 3人

児童
特定非営利活動法人　よりはぐ

プロジェクト
〒710-0846 年間通して随時

中学生/高校生/

大学生

地域子育て支援拠点
倉敷市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

（午前や午後のみも可）
2人

児童 〒710-1102
中学生/高校生/

大学生

学童保育
茶屋町学区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

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

66

子どもと遊んだり過したりすることは楽し

い！！と思ってほしい。

保育の中に入って子どもとあそぶ、掃除 上ぐつ、帽子、タオル、水

筒、予備の服装、メモ帳、筆

記用具、エプロン

最低活動日は3日間です。決めた日程

は変更できません。

①ボランティアによ

る手弁当

67

子どもたちの成長の様子、保育士の仕事 子どもたちと元気に遊ぶ、世話をする、

環境整備

運動できる服装、靴、水筒、

弁当、帽子

・時間を守る、10分前には来てくださ

い

・大きな声で皆にあいさつをする

①ボランティアによ

る手弁当

64

子どもや保護者との関わり方 子どもと遊ぶ、保護者との話し 汚れても良い服装で、

お茶等水分補給できる物

秘密の保持、感染症が無いこと

①ボランティアによ

る手弁当

65

保育士の仕事の楽しさ、大変さ 保育補助・準備・掃除・水やり等 エプロン、三角巾、水筒、タ

オル、帽子

調子が悪い時（発熱・下痢等）は休ん

でください。

できたら3日以上続けて来てくれたら

助かります。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

ＪＲ茶屋町駅より徒歩で15分

70

・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）

子ども達といっぱい遊んで触れ合ってくださ

い。

放課後児童の保育（1～6年生） 帽子（外遊びあり）、弁当、

お茶、動きやすい服装、運動

ぐつ

「児童の個人情報をもらさない」とい

うことを守ってください。

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）

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
69

68

子どもの関わり方 子どもの世話、作業等 帽子、タオル、水分補給でき

るもの

個人情報の守秘、安全面の配慮をして

ほしい。

①ボランティアによ

る手弁当



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

児童
社会福祉法人　中野社会福祉協

会
〒710-1101 学校の夏休み期間

中学生/高校生/

大学生

保育園 ちゃや保育園
茶屋町1980-

5
8:30～16:30 2人

児童 社会福祉法人　岡山厚生会 〒710-0014
7/22～8/9

8/19～8/23

中学生/高校生/

大学生

保育園 ひまわり保育園 黒崎601-1 3人

児童 万寿学区児童育成クラブ 〒710-0062 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2-3-1
8:00～18:30

（夏休み）
10人

児童 〒710-0826 8/1～８/9
中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市老松保育園 老松4-12-52 9:00～16:00 4人

児童
社会福祉法人　倉敷市総合福祉

事業団
〒710-0065

中学生/高校生/

大学生

児童館 倉敷市倉敷北児童館 宮前92-1 9:00～16:00 3人

児童
社会福祉法人　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 倉敷市倉敷児童館 有城710 8:40～17:15 3人

児童
特定非営利活動法人　子育て応

援ナビ　ぽっかぽか
〒710-0052

開設日（土・日・祝／年

末年始除く）

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1-8-5

山内服装専門

学校2階

10時から15時30分まで 2人

71

72

73

74

75

76

77

児童との関わり 学童保育 水筒、弁当、帽子 体操服で活動してほしい

①ボランティアによ

る手弁当

倉敷駅より徒歩10分

保育園の仕事内容、子ども達との触れ合い 保育・環境整備・軽作業 動きやすい服装、お茶、帽

子、運動靴、上靴、お弁当、

汗をかくのでタオルや着替え

等

・守秘義務があるので園内のことを園外で

話さない　 ・健康管理（自分の健康管理

をして調子の悪い時は無理をしない。集団

なので感染の恐れがある）　 ・子どもた

ちの話をよく聞き、優しい対応をしてほし

い　 ・子どもの前では私語を控え、しっ

かり一緒に遊んで下さい。

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

①ボランティアによ

る手弁当

子どもと関わる楽しさ、社会（仕事）での基本

的ルール

保育の手伝い、清掃、園児と遊ぶ エプロン２枚、三角巾（バン

ダナ）、上靴

守秘義務、乳幼児に対しての安全第一

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

子どもと関わる以外にも仕事があること 子どもと遊ぶ、給食の配膳、掃除、草ぬ

き等

エプロン、三角巾、マスク、

お弁当、お茶、タオル、体操

服、シューズ、帽子

・守秘義務の厳守　　・挨拶はきちん

とする　　・子どもを大切にすること

・欠席する時は連絡をして下さい

・子どもとの会話はしっかりとしてい

ただき、ボランティア同士の私語はし

ない

①ボランティアによ

る手弁当

平成病院の向いです。駐車場はありま

せん。

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

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、おもちゃの貸出し対応、行

事の準備、環境整備など

お茶（水分補給用）、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

・自転車可

・「山陽ハイツ入口　バス停」より徒

歩2分

利用者親子と関わることで未来のパパ、ママに

なる中、高、大学生が実際に親になった時に不

安や戸惑いを感じないように、結婚や子育てに

関心をもってほしい。

子どもと遊ぶ・保護者と話をする／おも

ちゃの消毒・清掃などの環境整備

エプロン、水分補給できるも

の、お弁当（お昼はさんでの

活動の場合）

・拠点内で親子や職員から聴いた情報は外

部に決して話さないこと。　・乳児や妊娠

中の人の利用があるため、体調が悪かった

り、感染症の疑いがある場合には無理をせ

ず休んでください。　・活動を予定してい

た日に来られなくなった場合は必ずご一報

ください。

①ボランティアによ

る手弁当

下電バス　茶屋町・倉敷成人病セン

ター線

下電バス興除営業所前行き

「倉敷中央病院前」下車　徒歩５分



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

児童 社会福祉法人　倉敷福祉事業会 〒710-0057 いつでも
中学生/高校生/

大学生

保育園 昭和保育園 昭和2-2-18 7:00～19:00 7人

児童 〒710-0817 7月8月
中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市大内保育園 大内1048-1 9:00～16:00 5人

児童 〒710-0048
夏休み期間

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 9:00～12:00 2人

児童 〒710-0046 夏休み
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 8:30～17:00 3人

児童 一般社団法人チカク 〒710-1101

夏休み他

将来保育士等志望してい

れば年間を通じて

高校生/大学生

地域子育て支援拠点
倉敷市地域子育て支援拠点

ちゃやっこひろばチカク

茶屋町269-1

植野ビル2F
9:30～15:30 2人

児童 社会福祉法人クムレ 〒710-0836 要相談

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

児童 社会福祉法人　美知留福祉会 〒710-0132 月～金
中学生/高校生/

大学生

保育園 みちる小規模保育園 藤戸町天城95 8:30～12:30 1人

81

82

83

84

78

79

80

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くみ取ったり共感する

体験　等

乳幼児の保育補助・環境整備や雑務 帽子・水筒・ハンカチかタオ

ル・運動しやすい服・着替え

（上）

ボランティアノートにある心構えは意識してほ

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

ていただきます。（子ども・保護者へのあいさ

つ、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、言葉遣いに気を付け

る　等）

予防接種、技能、活動日時は問いません。

③受入側で用意（実

費負担300円）

イオン東側

子どもを通して人としての関わり方、思いやり

の心を学んでほしい。

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下さい。

動きやすい服装、お茶、運動

靴、タオル、帽子

平田口バス停、又は、福島バス停

人と接することで大事なこと 小学生の生活補助（支援） 帽子、タオル、着替え、お

茶、お弁当

時間を守る、あいさつをしっかりす

る、体調管理、子どもたちのお手本と

なる行動（クラブのルール、きまりを

知る、守る） ①ボランティアによ

る手弁当

倉敷芸文館近く、美観地区近く

・乳幼児とのかかわり方

・危険を予測して動くこと

利用者さん（0～2才のお子さんと保護

者）と会話する。子どもたちを見守る。

絵本を読んであげたり、先生と一緒に手

遊びをしたりする。

・筆記用具・お茶・タオル

・活動しやすい服装

・爪は切っておく

きれいに手を洗って活動すること。

分からない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

茶屋町駅から2号線方面へ、バスの通る

道沿いに徒歩1分。

居酒屋「八剣伝」の2階です。

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

遊び時間、子ども達と関わってもらう エプロン、上靴、筆記用具、

名札、動きやすい服装

お子さん、保護者の個人情報は外部に

口外しないようにして下さい。

お子さんの対応に困る場合は職員に相

談して下さい。 ①ボランティアによ

る手弁当

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

小規模保育園の仕事を知ってください 環境整備、保育補助、玩具製作等 水筒（お茶）、運動靴、エプ

ロン、帽子、三角巾またはバ

ンダナ、体操服等でお越しく

ださい

体調の悪い場合は参加を見合わせてく

ださい（発熱、おうと、下痢、腹痛

等）。子どもにけがをさせないように

気をつけて下さいね。職員の指示に

従って下さいね。ホームページがある

ので、どんなところか調べておいて

ね。

天城高校南入口藤戸寺下バス停おりて

赤い橋に向かって直進、つきあたりを

左に３軒目

子ども達はとても素直でかわいいということ 乳幼児の保育補助・環境整備 帽子、上ぐつ、着替え 個人情報は漏らさない！

①ボランティアによ

る手弁当



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（倉敷地区）

分類 法人名 〒 受入希望期間 活動対象者

種別 事業所名 住所 受入希望時間 一日の受入人数

児童 社会福祉法人　倉敷福徳会 〒710-0844 夏休み　8/24（土）
中学生/高校生/

大学生

保育園 小谷かなりや保育園 福島205 9:00～16:00 6人まで

85

番号

保育士のお仕事を体験してもらいたい。 乳幼児のお世話、保育園、園庭の清掃や

あそびの準備などの手伝い

動きやすい服装（体操服）、

上ぐつ、おべんとう、帽子、

タオル（ハンカチ）、運動ぐ

つ

・時間厳守でお願いします。　・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（～５

日ぐらい活動いただけると助かりま

す）　・中学生（月～金）高校、大学

生（月～土）

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


