
 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（児島地区）

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 医療法人協愛会 〒711-0923
中学生/高校生/

大学生

通所リハビリ
老人保健施設オアシスＫ－３ 児島阿津2-7-

53
8:30～16:00 2人

高齢者 (株)コーワ・アイ 〒710-0142

夏祭り行事のお手伝い(ゲームや屋台など

での) 8月6日(火)、7日(水)、

8日(木)

中学生/高校生/

大学生

通所介護事業所
コーワ・アイ

デイサービスセンター
林514 9:30～16:30頃 3～4人

高齢者 (株)りまる 〒711-0934

会話や触れ合いなど間接的な介護、場合

により身体介護
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　大空
児島塩生

1834-1
10:00～17:00の間 1人

高齢者 王慈福祉会 〒711-0906

利用者とのコミュニケーション

いつでも可
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

レクリエーションの補助など

9:00～16:00 3人

高齢者 社会福祉法人　鷲山会 〒711-0936

通所リハビリテーションにてご利用者と

交流
感染症流行期以外

中学生/高校生/

大学生

老人保健施設
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

レクリエーションの補助

10:00～16:00 2人

高齢者 社会福祉法人　鷲山会 〒711-0936

ご利用者の話し相手

随時

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム　倉敷シル

バーセンター

児島稗田町

355-1

館内の掃除など

8:30～17:30の時間内

高齢者 社会福祉法人　しおかぜ 〒711-0927

配膳業務、清掃、整容業務、レクリエー

ション業務等
特になし

中学生/高校生/

大学生

デイサービス事業
デイサービスセンター　しおか

ぜ城山

下津井1-5-

54
10:00～15:45 2人

アクセス

125

いろんな方とコミュニケーションを図っていた

だきたい。

利用者とコミュニケーション等

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

下電バス 曽原口下車 徒歩10分、庵谷医

院と悠々庵との間

127

認知症高齢者について知って頂きたい。 汚れても良い服装、室内履き 活動で知り得た情報を口外しないこと

(守秘義務)

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

126

高齢者への寄り添い方など 上靴、お弁当、水筒 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

129

高齢者施設の役割と高齢者との関わり方 ・服装は体操服、ジャージ等の

動きやすいもの

・上履、タオル、水分、弁当

・活動中、体調不良がある場合は速やかに申し

出るようにお願いします。

・活動中に知り得た個人情報については外部に

漏らすことのないようにお願いします。

・元気よく、積極的に取り組みましょう。 ①ボランティアによ

る手弁当

JR児島駅からバスで新児島団地入口バス停

で下車→徒歩30分程度

※自家用車での来所をおすすめします。

128

高齢者とのコミュニケーションや接し方など 特になし ・自己判断せず、職員の指示に従ってください

・守秘義務を守ってください

・体操服等動きやすい服装でお願いします

①ボランティアによ

る手弁当

131

デイサービス事業を通じ、高齢者との関わりを

学ぶ

エプロン、運動しやすい服

装、弁当、水分等

・基本的な接遇マナーを心がけること

・感染症の有無によって受け入れ不可

①ボランティアによ

る手弁当

130

高齢者福祉(介護)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、上履き

インフルエンザ等の感染症流行の動向に

よっては、受け入れ困難な場合あり

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（児島地区）

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

障がい者 社会福祉法人P.P.P. 〒710-0142

ご利用者(大人)と一緒に活動したり、仕

事をしたり、ご利用児(子ども)と一緒に

活動したり遊んだりする

中学生/高校生/

大学生

就労、生活介護、児童 P.P.P.プラットフォーム！児島 林1138

9:30～12:00/13:00～15:30

半日または一日(12:00～13:00休

憩)

1～2人

障がい者
社会福祉法人　倉敷市総合福祉

事業団
〒711-0921

簡単クッキング、卓球サークル、季節行

事への参加 7月21日(日)、8月18日(日)どちら

かの日に

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丁

目83-2

利用者の方との交流・話し相手

9:30～15:30

地域団体 〒711-0936

昔遊び体験を通じて子どもとのコミュニ

ケーションを図る
8月17日(土) 中学生/高校生

ボランティア団体 マリン児島地区社会福祉協議会
児島柳田町

555-17
9:00～12:00 10人

地域団体 〒711-0903

琴東夏まつり運営補助

7月27日 中学生

夏まつり
琴東社会教育コミュニティ推進

協議会

児島田の口4-

12-40

9:00～12:00、17:00

～21:00
30人

児童 〒711-0911

環境整備や保育補助

３日間
中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市立柳田認定こども園
児島小川9-3-

1
9:00～16:00 ３人

児童 〒711-0907

保育補助（子どもと一緒に遊んだり生活

したりする。環境整備など）
1～2日間

中学生/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
9:00～16:00 1～2人

児童 社会福祉法人王慈福祉会 〒711-0906

保育の補助

７月20日～８月31日 高校生/大学生

保育園 琴浦中保育園
児島下の町9-

12 ア-８号

環境づくりの手伝い

9:00～17:00 ２人

133

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。

活動内容

エプロン(クッキング時に必要で

す)、動きやすい服装での参加をお願

いします。

・あいさつ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

クッキングとなりま

す

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)

番号 体験を通じて学んで欲しいこと

132

「障がい」について知って頂き、一緒に活動を

することでコミュニケーションなど図って理解

につなげていただきたいです

帽子、上靴、動きやすい服装、

水分補給

・体調の自己管理等(外活動で帽子をかぶる、作

業・仕事での必要なルールを守る)

・発達障がいとは？自閉症とは？どんな障がい

かを簡単に調べてきて頂きたいです。(対応方法

までは必要ありません)

①ボランティアによ

る手弁当

③受け入れ側で用意

(負担金額555円)

自転車もしくは交通機関を利用してほしい

135

地域の人とのきづな 動きやすい服装、帽子、タオル

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

琴東小学校校庭

134

伝える力を身に付けてほしい なし 3世代交流行事

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

お茶、パン等

上の町駅から徒歩・自転車21分

バス（児島駅～新児島団地入口）徒歩1

分

137

弁当（昼食）、水筒、上履

き、外靴、タオル、着替え、

ハンカチ、エプロン、マス

ク、三角巾（あれば）、帽子

・体調が悪い時は控えてください。

・動きやすく、汚れてもよい服装でお

願いします。

・知り得た情報について口外しないよ

う、お願いします。

136

保育教諭の仕事内容やこども園の様子 ぼうし、タオル、着替え、水

筒、弁当、シューズ

言葉づかい、身だしなみ

ボランティア日の健康状態（発熱、嘔

吐、下痢）

①ボランティアによ

る手弁当

児島駅より2.9㎞・下電バス「琴浦中学

校前」より徒歩5分

138

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、帽子、箸、コッ

プ、上靴

・最低３日は活動してほしい

・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）

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　（児島地区）

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 〒711-0911

環境整備

3日間
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

保育補助

9:00～16:00 3人

児童 〒711-0903

園舎内、園庭等の環境整備

通年 高校生/大学生

保育園 田の口保育園
児島田の口3-

13-16

保育準備の補助、保育の補助

9:30～16:00 2人

児童 倉敷市 〒711-0931

保育補助、食事の準備手伝い

7月～8月 高校生/大学生

保育園 倉敷市赤崎保育園
児島赤崎2丁

目11-34

環境整備など

9:00～16:00

児童 倉敷市総合福祉事業団 〒711-0911

子育て支援に関する全般

休館日以外
中学生/高校生/

大学生

児童館 児島児童館
児島小川2-2-

16

安全に楽しく過ごせるための環境整備

8:30～17:15 3～5人

児童 社会福祉法人　愛和福祉会 〒711-0914

親子の遊び場となるセンター内の環境整

備(室内のそうじ、遊具の消毒)
7月22日～8月9日

8月20日～30日

の月～金

中学生/高校生/

大学生

地域子育て支援拠点
地域子育てセンター　三宝すく

すくらんど

児島味野城2

丁目1-5

親子との交流、夏の遊びの準備・片付け

9:00～12:00 2人

児童 〒711-0906

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

丁目3-15

児童 社会福祉法人　クムレ 〒711-0921

療育現場において、子どもたちと直接関

わって頂きたいです。
6月～10月頃 大学生

児童発達支援事業所 きらり児島
児島駅前4丁

目92
8:45～16:30 1人

140

保育園での保育士の仕事について 活動のできる服装、名札、帽

子、タオル、上履きシューズ

(夏期はサンダル)、水筒、弁

当

・自分からあいさつができる笑顔のす

てきな方をお願いします。

・嘔吐、下痢、発熱など体調の悪い方

はご遠慮ください。(衛生管理のため) ①ボランティアによ

る手弁当

139

保育教諭の仕事内容やこども園の様子 帽子、タオル、着替え、水

稲、弁当、シューズ

・言葉づかい

・身だしなみ

・ ボランティアの健康状態(発熱、嘔

吐、下痢) ①ボランティアによ

る手弁当

上の町駅から徒歩・自転車21分

バス（児島駅～新児島団地入口）徒歩1

分

アクセス

142

子どもとのあそびや関わりを通じて色々な方々

とのつながりの存在を知る

上靴、帽子、お茶、汗拭きタ

オル、弁当

・ボランティアとしての心構えを持っ

て来てください

・予定の日時をできるだけ変えないで

ください

JR児島駅、大正橋(バス停)

①ボランティアによ

る手弁当

141

子どもたちとしっかり遊ぶ(関わり方) エプロン、三角巾、マスク、

名札、帽子、シューズ、ス

ニーカー、水筒(お茶など)

・子どものこと、家庭事情など個人情

報は園外ではしゃべらないこと

・笑顔で子どもと関わること

・頼まれた仕事は、進んで取り組むこ

と

①ボランティアによ

る手弁当

JR児島駅　徒歩25分

バス児島文化センター前下車　徒歩5分

144

143

地域の子育て親子に関心を持ち、自身の将来を

重ね見て実体感をしてほしい

お茶、着替え、汗拭きタオル ・活動の場で知り得た情報を口外しない

・スマホなど活動時間中にはいじらない

・体調管理を万全にし、無理なく参加して

ほしい

・小さい子が利用する場なので危険な行動

はしないが、積極的に親子と交流して欲し

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

145

発達障がいのある子どもたちとの関わり方、

様々な特性がある子どもたちの得意なこと

上靴、エプロン、ハンカチ、

動きやすい服装

・子どもたちとすごして頂く為、身だしな

み(爪の長さ等)ぬい注意してください。

・予防接種はできる限り受けておいて下さ

い。

・個人情報(子どもの名前など)は、外部で

話すことのないようにしてください。

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　（児島地区）

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 倉敷市立短期大学 〒711-0937

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
7月22日、24日、26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

遊びの準備・片付け

9:00～16:00 2人

児童 〒711-0937

環境整備

7月22日～8月2日 高校生/大学生

保育園 倉敷市稗田保育園
児島稗田町

2392

保育の手伝い

9:00～16:00 3人

児童 社会福祉法人　寿宝会 〒711-0911

保育の補助

中学生/高校生

保育園 竜王保育園
児島小川4丁

目5-13

環境整備

9:00～16:00
4人(トータル8

人まで)

児童 筆海児童クラブ 〒711-0927

保育への参加(生活、遊び、学習に対して

子どもたちの支援をする) 特には7月～8月

あとはいつでもOK

中学生/高校生/

大学生

学童保育 筆海児童クラブ
下津井1-15-

29

7～8月…9:00～16:00

その他の月…14:00～17:00
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

下電バス　下津井　とこはい号

まだかな会館前で下車、徒歩5分

149

学童期の1年生～6年生までの子どもに接する

中での保育の大切さ、楽しさを知ってほしい

上履き、下履き(運動靴がよ

い)、水筒、帽子、歯ブラ

シ、コップ

子どもたちと一緒に一日を過ごしなが

ら、先輩として、いろいろと教えた

り、知らせたりしてほしい

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

下電バス(停留所 稗田十字路もしくは茶

屋)

148

・社会性

・子どもとの交流で子どものかわいさを味わっ

てほしい

体操服、体育館シューズで活

動

ハンカチ2枚、帽子、お茶、

筆記用具、ボランティアノー

ト

・子どもの様子を他言しないようにし

てほしい

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

147

保育園には、子どもと一緒に遊ぶだけではな

く、いろいろな仕事があることを知ってほしい

活動しやすい服装、帽子、上

靴、必要に応じて着替え、タ

オル、水分補給用のお茶

・守秘義務を守ってほしい

・幼い子どもが相手なので、やさしく

接してほしい

①ボランティアによ

る手弁当

146

活動目的をもってボランティア活動を体験して

いただくことで気づきや学びがあります。

靴下、エプロンの着用、帽

子、水分補給の為の飲み物

※水あそびの水がかかっても

よいよう、着替えとタオルを

準備してください

・活動中知り得た情報(利用者の個人情報や親子

交流広場の内部情報等)を漏らさないこと

・活動中は、親子交流広場の職員の指示に従

い、不明な事や困った時(体調不良等)には職員

に相談すること

・活動中に携帯電話を使用しないこと

・設備、備品、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

昼食 アクセス

リーフレット参照


