
 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（水島地区）

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 社会福祉法人　薫風会 〒712-8061
夏休み期間中（土日祝を

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 社会福祉法人　薫風会 〒712-8061 年間を通じて可
中学生/高校生/

大学生

通所介護 みどり荘デイサービスセンター 神田2-3-3 9:00～17:00 2人

高齢者 医療法人　弘和会 〒712-8046 7月～10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

813-9
14:00～16:00 2人

高齢者 社会福祉法人　薫風会 〒712-8012 夏休み期間中
中学生/高校生/

大学生

通所介護
みどり荘デイサービスセンター

わかば

連島１丁目1

番５号
9:00～15:00 2人

高齢者 社会福祉法人　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 社会福祉法人　淳邦会 〒712-8041 7月～8月
中学生/高校生/

大学生

通所介護
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

高齢者 社会福祉法人　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

アクセス

86

高齢者との関わりや介護の仕事に興味がある方

は良い経験になると思います。

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補助

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

・守秘義務を守ってください。

・ご利用者様やご家族様に失礼のない対応

を行ってください。

・分からないことは職員に確認してくださ

い。

・安全に気をつけて危ないことはしないで

ください。

12:00までの活動の

為不要

バス：旧NTT前、水島第一病院前　バ

ス停下車

水島臨海鉄道：弥生駅より徒歩10分

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

バス：水島第一病院前　バス停下車

徒歩２分

水島臨海鉄道：弥生駅より徒歩10分

88

高齢者との関わり 会話、レクリエーション 上靴

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

87

デイサービスの事業内容

利用者様との交流の楽しさ

利用者様との交流

車椅子等の清掃、環境整備

水分補給用の飲み物

上靴

風邪気味、下痢等体調不良の方は受け

入れできません

①ボランティアによ

る手弁当

90

高齢者との関わりを通じて、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・動きやすい服装

（体操服、ジャージなど）・

上履き

・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、真面目に取り組んでくださ

い 12:00までの活動の

為不要

89

高齢者の方との関わり方

デイサービスという施設がどういうものか

通って来られる利用者様とコミュニケー

ション、お茶出し、活動のお手伝い、環

境整備

お弁当・お茶・かかとのある

シューズ、無地（紺、黒、グ

レー）のポロシャツかTシャ

ツ、長ズボン

・体調不良の場合（発熱、下痢、嘔吐等）

事前連絡の上、休んでください

・ボランティア中に知り得た利用者の情報

は外部にもらさないでください

・正義正しく失礼のないようにお願いしま

す

①ボランティアによ

る手弁当

92

高齢者との関わりを通じて、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・動きやすい服装

（体操服、ジャージなど）・

上履き

・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、真面目に取り組んでくださ

い 12:00までの活動の

為不要

91

高齢者との関わりを通じて、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・動きやすい服装

（体操服、ジャージなど）・

上履き

・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、真面目に取り組んでくださ

い 12:00までの活動の

為不要



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（水島地区）

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　和香会 〒712-8046
7月22日、26日

8月5日、9日以外

中学生/高校生/

大学生

通所介護 デイサービス香り
福田町古新田

1051-1

13:00～16:30

で希望する時間
2～3人

高齢者 医療法人　和香会 〒712-8044
日曜、祝日以外

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　和光会
東塚5丁目4番

50号
17:00～15:30 4人

高齢者 医療法人　弘和会 〒712-8046 夏休み期間
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 医療法人　養命会 〒712-8059 夏休み期間 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
10:00～15:00 2人

高齢者 倉敷医療生活協同組合 〒712-8057 夏休み期間（平日） 中学生/高校生

老人保健施設 老健あかね
水島東千鳥町

1番60号

9:00～15:00（変更す

る場合もあります）
2～3人

高齢者 株式会社　倉敷夢工房 〒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時～16時の間で数時

間
1～4人

高齢者 社会福祉法人　倉敷にじの里 〒710-0843 年末年始を除く通年
中学生/高校生/

大学生

デイサービス
うらたの里デイサービスセン

ター
浦田1533-2 9:00～16:00 2人

公共交通機関は不便のため自転車での

来所がよいです（バスの本数が少ない

為）

94

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、掃除手伝い等

特になし ・挨拶をしっかりしてください

・利用者様に積極的に関わってくださ

い

・守秘義務を守ってください 午後からの活動の為

不要

JR倉敷駅からバス（児島行）に乗車し

「松竹梅南」にて下車

番号 体験を通じて学んで欲しいこと

93

地域社会について理解を深め、自身の体験を通

じて社会貢献の心を育んでほしい

利用者様と会話したり、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

上履き・動きやすい服装 ・利用者様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

午後からの活動の為

不要

活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

96

介護の仕事について、高齢者の方との接し方に

ついて

デイサービス利用者様の話し相手、レク

リエーションの手伝い他

上履き、動きやすい服装 ・挨拶をきちんとできること

・年上の方に対して、失礼のない言葉

づかいをすること

・ボランティア同士で勝手な判断をせ

ず、職員の指示に従うこと

①ボランティアによ

る手弁当

95

お年寄りに対して優しさを身につけていただけ

たら幸いです

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 ・守秘義務を守ってください

・お年寄りの方に優しく接してくださ

る方希望致します

①ボランティアによ

る手弁当

水島臨海鉄道　水島駅

98

認知症高齢者とお話をすることで認知症への理

解を深めて欲しいと思います。

認知症高齢者との話し相手、畑の水や

り、掃除、食事やおやつの準備

スリッパもしくは上靴の準備

をお願いします。

・認知症高齢者の方へ優しく話をして

下さい。何度も同じ内容について話す

こともありますが、笑顔で受けとめて

あげて下さい。

・人生の先輩の方々ばかりです。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）

97

高齢者の関わり レクリエーションの手伝い

お茶を淹れる

動きやすい服装 ・個人情報を持ち出さない（守秘義

務）

・お休みされる場合は必ず連絡してく

ださい ①ボランティアによ

る手弁当

99

福祉とは何かを考える。 利用者とのコミュニケーション、レクリ

エーション参加。

動きやすい服装、上履き

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）

ＪＲ倉敷駅から両備バス　吉岡経由・

霞橋車庫行き、水島駅行き→吉岡バス

停下車　徒歩3分



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（水島地区）

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 社会福祉法人　倉敷にじの里 〒710-0843 年末年始を除く通年
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　うらたの

里
浦田1533-2 9:00～16:00 2人

障がい者
社会福祉法人

瀬戸内福祉事業会
〒712-8015 土日祝日を除く平日

中学生/高校生/

大学生

①ボランティアによ

る手弁当

障がい者支援施設 瀬戸内学園
連島町矢柄

6092
10:00～16:00 3人

障がい者 社会福祉法人　クムレ 〒712-8062 基本平日 高校生/大学生

児童発達支援事業 きらり水島
水島北幸町2

番3号

9:00～11:30/⒔:00～

16:00（半日又は一日）
1人

病院 医療法人エム・ピー・エム 〒712-8001 特に制限なし
中学生/高校生/

大学生

①ボランティアによ

る手弁当

武田病院/通所リハビリテー

ション

連島町西之浦

352-1
8:30～17:00 2～3人

③受入側で用意（実

費負担300円）

児童 社会福祉法人　稔福祉会 〒712-8001
中学生/高校生/

大学生

保育園 連島北保育園
連島町西之浦

5088
8:00～17:00 2人

児童 〒712-8051
7月22日～7月26日

他も可

中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市第一保育園
中畝8丁目14

番27号
9:00～16:00 3人

児童 社会福祉法人　瑠璃会 〒712-8053 ※年間を通じて受入可能
中学生/高校生/

大学生

保育園 第三福田保育園
呼松1丁目5-

15
8:30～17:00 3～4人

障がい者（特に知的障がい者）の暮らし、活動 散歩（歩行）

軽作業

レクリエーション的活動等が中心

お弁当・お茶・室内シュー

ズ・タオル・帽子（夏場は特

に）・動きやすい服装（中高

生は体操服で可）

・ご利用者について知りえた情報につ

いては、第三者に話すことは控えてく

ださい（守秘義務）

・ご利用者に対しては笑顔で接してく

ださい

・麻疹の予防接種は受けておいてくだ

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

ホームページを参照してください

100

福祉とは何かを考える。 利用者との関わり、コミュニケーショ

ン、環境整備

動きやすい服装、上履き

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）

ＪＲ倉敷駅から両備バス　吉岡経由・

霞橋車庫行き、水島駅行き→吉岡バス

停下車　徒歩3分

102

子どもの関わり方や遊びを通したコミュニケー

ションのはかり方

プレイエリアで幼児と遊ぶ

環境整備

動きやすい服装（あればエプ

ロン）

時間厳守です。お休み、遅刻の場合は

連絡ください

初回は簡単な流れを説明 ①ボランティアによ

る手弁当

※継続的に活動され

る方は給食もある

101

104

仕事に対するやりがい 保育士さんの補助・手伝い 着替え、帽子、タオル、はし 守秘義務

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

連島北小学校となり

103

何時までも自宅で豊かな生活を続けるためのリ

ハビリ等の取り組み

リハビリ体操や作業療法の手伝い、レク

リエーションや高齢者との会話などの関

わり

体操服などの動きやすい服装 高齢者に対する礼儀、挨拶、やさしく

安心で安全な対応

106

保育園がどんな所か等知ってもらう機会になれ

ばと思います

保育士の補助 お弁当・水筒・帽子・シュー

ズ・着替え（エプロン）

・爪は短く切っておくこと

・長い髪は、くくるなど清潔を保つこ

と

・挨拶等は元気よく積極的に活動に取

り組んでいただければと思います。

①ボランティアによ

る手弁当

下電バス「呼松」停留所

徒歩5分程度

105

保育業務について、進路学習 保育の補助・環境整備 お弁当・水筒・汗拭きタオ

ル・上履き・運動靴・帽子

・あいさつをきちんとする

・個人情報について

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　（水島地区）

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 遍照会 〒712-8014 7月～８月/12月 高校生/大学生

保育園 倉敷市連島保育園
連島中央5丁

目1-36
9:00～16:00 3～4人

児童 社会福祉法人　瑠璃会 〒712-8043
月から土曜日

年間通じて可

中学生/高校生/

大学生

保育園 弘恵保育園
広江5丁目5-

60
8:30～17:00 5人

児童 〒712-8057 ６月～12月
中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市第五福田保育園
水島東千鳥4-

16
9:00～16:00 2人

児童 〒712-8062
月～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
社会福祉法人

倉敷福祉事業会
〒710-1202 7月22日～8月31日

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 岡山県高齢者福祉生活協同組合 〒712-8046 7月～3月
中学生/高校生/

大学生

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 2～3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

乳児のおしめ交換、排泄援助、授乳、食

事援助、洗濯、子どもとの活動、便所等

の清掃など

動きやすく汚れてもよい服装

（体操服など）・運動靴・帽

子・水筒・昼食・上履・上下

着替え・タオル

・体調が悪い時は無理をしないこと

・挨拶等基本的なマナーは身につけておいて

ください

・子どもたちには、明るく笑顔で接し、遊ぶ

時は一緒に楽しんでください

・子どもたちとの生活を通じて心に残る楽し

い経験をぜひしてください

・子どもが好きな方、保育という仕事に興味

がある方は体験してみてください。

①ボランティアによ

る手弁当

公共交通手段がない為、自家用車、自

転車が望ましいです

107

乳幼児期の子どもに関わる楽しさ、年齢に応じ

た保育内容、環境整備の大切さ

乳幼児との関わり、環境整備（清掃、保

育準備、製作など）

お弁当・水筒・上靴・帽子・

軍手・動きやすい服装・靴

・個人情報を持ち出さない（秘密保

持）

・保育中はスマホ、携帯電話を持ち歩

かない

・スマホ、携帯電話で園内、園児の写

真を撮らない

・冬場であれば、インフルエンザの予

防接種が望ましい

①ボランティアによ

る手弁当

水島臨海鉄道：水島駅より北へ3分

水島駅前ビジネスホテルイン倉敷の北

側

第五福田小学校東側校舎の南側

110

児童館についてどんな所かを知り、児童館に来

館されるいろんな方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、必ずしてください 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

番号 体験を通じて学んで欲しいこと

109

人との関わり（子ども、保育士）、保育園の仕

事について

子どもと遊ぶ、保育士の手伝い、作業

（掃除、工作など）

お弁当・水分補給用のお茶・

動きやすい服装と靴・ハンカ

チ（タオル）・帽子・シュー

ズ

・子どもの手本となるような服装、身

だしなみ、言葉使いなどに注意してほ

しい

・頼まれた仕事は、どんなことでも意

欲的に取り組んでほしい

①ボランティアによ

る手弁当

活動内容 準備物 注意事項・特記事項 昼食 アクセス

連島バス停より

徒歩10分

108

子どもと関わることの楽しさや大切さ

112

最近の子供さんは兄弟が少なく、赤ちゃんや子供の

関わりの体験が少ないと思う。子育てひろばで0歳～

就園前のかわいい子供に関わって将来の子育て体験

をして、優しさや思いやりの心を学んで欲しい。

０歳や就園前の子供と一緒に遊んだり、

赤ちゃんを抱っこして子供と関わる

三世代交流で地域の人、高齢者や親子と

一緒にいろいろなイベントに関わったり

準備をする

汗拭きタオル、ハンカチ ・安全面では小さい子供の扱いなの

で、優しく丁寧に関わり事故のないよ

うにする

・何かあれば小さいことでもスタッフ

に知らせること

・衛生面では手をきれいに消毒してか

ら活動に入ること

・子供への関わりで困ったことがあれ

ばすぐ知らせる

①ボランティアによ

る手弁当

111

保育士の仕事を知る

子どもとふれあい、子どもをかわいいと感じて

ほしい

保育補助（子どもと一緒に遊ぶ、子ども

の遊びを見守る）

子どもの昼寝の時間は、作業をしたり遊

具を作る

タオル、帽子、着替え、水筒 ・挨拶を元気よくしましょう（子ど

も、保護者、職員に対して）

・髪の毛が長い人はくくりましょう

・爪は短く切っておきましょう

・自分の体調管理に気をつけましょう

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

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

してください
113

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、弁当、体験記録ノー

ト

・何かあれば自分で判断せず、すぐに

スタッフへ伝えてください

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　（水島地区）

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 社会福祉法人　千手会 〒712-8053 年間を通じて可
中学生/高校生/

大学生

保育園 真言保育園 呼松2-4-1 9:00～16:00 2人

児童 岡山県高齢者福祉生活協同組合 〒712-8014
火曜～土曜（祝日・お盆

8/13,8/14,8/15除く）

中学生/高校生/

大学生

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

9:30～12:00 2～3人

児童 社会福祉法人　クムレ 〒712-8062
7月頃～

（平日のみ）

中学生/高校生/

大学生

障がい児施設
児童発達支援センター

クムレ

水島北幸町2-

4
9:30～16:00頃 2～3人

児童 社会福祉法人　クムレ 〒712-8062 月～金
中学生/高校生/

大学生

保育園 小ざくら地域子育支援センター
水島北幸町2-

5
9:00～15:00 2人

児童 社会福祉法人　クムレ 〒710-8062 年間を通じて可
中学生/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 社会福祉法人　クムレ 〒710-8062 年間を通じて可
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
8:30～16:00 5人

児童 社会福祉法人　クムレ 〒710-8062 年間を通じて可
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
8:30～16:00 2～3人

114

保育園の生活を知り、子どもと関わる中で楽し

さ充実感を味わってもらう

乳児の保育の援助

園庭及び環境整備など

弁当、水筒（給食を希望され

ると費用がかかります）帽

子、運動靴、エプロン、三角

巾（給食配膳用）

・体調の悪い時は受け入れできません

・保育園で知り得た情報に関して漏洩

しないこと

①ボランティアによ

る手弁当

118

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

及び環境整備など

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

・既住歴、予防接種の有無を確認させていた

だきます。アレルギーの有無

・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）

水島臨海鉄道：「栄町」下車

徒歩10分

両備バス：古城池経由水島駅行　水島

郵便局前下車　徒歩1分

昼食 アクセス番号 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

清掃、小さい子どもの世話など子育て中

の親子の手伝い

ハンカチ、タオル、エプロン

（体操服）帽子、活動しやす

い服装

・健康管理、手洗い、言葉使い、小さ

い子どもとの接し方に気をつける

（ゆっくり優しく丁寧に、手など急に

ひっぱたりしない）

・休む時の連絡

・できれば３日位続けて来て欲しいで

す

①ボランティアによ

る手弁当

※1日活動されたい

方

水島臨海鉄道：「栄町」下車

徒歩10分

両備バス：古城池経由水島駅行　水島

郵便局前下車　徒歩1分

120

幼児と関わる中で様々な体験をすることで心身

ともに健康に育つことを知ってほしい

幼児の生活援助（主に遊び）や環境整備 シューズ（上靴）、運動靴、

帽子、食事用箸、コップ、筆

記用具（ペン・メモ帳）

※動きやすい服装（体操服

可）

・既住歴、予防接種の有無を確認させ

ていただきます。アレルギーの有無。

・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

③受入側で用意（実

費負担　315円）

水島臨海鉄道：「栄町」下車

徒歩10分

両備バス：古城池経由水島駅行　水島

郵便局前下車　徒歩1分

119

乳児（0、1、2歳児）の低年齢の子どもへも関

わり

・子どもと一緒に楽しく遊ぶ

・環境整備（消毒、掃除など）

動きやすい服装でエプロン着

用、食事用箸、コップ

・既住歴、予防接種の有無を確認させ

ていただきます。アレルギーの有無。

・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

③受入側で用意（実

費負担　315円）

水島臨海鉄道「栄町」下車

徒歩8分

117

保育者の仕事、保育者の子どもとの関わり 親子の関わり 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どもに関する情

報は、プライバシーに関わる為、絶対

に園外では話題にしない

・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）

近くに西浦幼稚園、料亭「末広」

116

障がいの子どもへの理解

障がいのある子ども達との適切な接し方

・子ども達との遊び

・食事、排泄等の援助

・清掃など

エプロン（名前を付けたも

の）、上靴、外靴、水筒、帽

子、メモ帳、筆記用具

・障がいのある子ども達が通う施設な

ので出来るだけ否定的な態度ではなく

優しく接していただきたいです

・予防接種につて確認させていただき

ます

③受入側で用意（実

費負担315円）

水島中学校前

115

子育て中の親子との交流の中で人としての関わ

り方や感情



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（水島地区）

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 〒712-8025 7月後半～8月
中学生/高校生/

大学生

保育園 倉敷市水島保育園
水島南春日町

12-20
9:00～16:00 2～3人

児童 〒712-8046 7月中旬～8月末
中学生/高校生/

大学生

学童保育 二福のびのびクラブ
福田町古新田

310-2
9:00～18:00 4人

児童 社会福祉法人　愛育福祉会 〒712-8006
行事等と重なっていなけ

ればいつでも可

中学生/高校生/

大学生

保育園
幼保連携型認定こども園

ねばえ保育園

連島町鶴新田

2235-3
9:00～16:00 3人

児童 社会福祉法人　梅香会 〒712-8041 年間を通じて可
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
8:45～15:45 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

122

学童保育支援員の仕事を体験して魅力を感じて

ほしい

・小学1年～6年生までの保育

・いっぱい遊んで、時には喧嘩の仲裁も

していただくこともあります

・子どもたちと一緒に片付けや学習時間

やおやつなどの時間を過ごします

動きやすい・汚れてもいい服

装、汗拭きタオル＆帽子＆運

動靴、水分補給用の水筒

・分からないことや困ったことがあれ

ば教えてください

・支援員の話しや注意は素直に聞いて

ください ①ボランティアによ

る手弁当

自転車可

121

保育園での子どもの一日の生活する様子を知っ

てほしい

子どもたちと関わることで返事や挨拶の大切さ

や人の役に立つ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、お弁当、上靴、

タオル、ハンカチ、動きやす

い服装

・園の個人情報は外にもらさないこと

・暑い時期のボランティアになる為、

体調管理に気をつけ無理をしないよう

にすること ①ボランティアによ

る手弁当

124

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持っ

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

やすや給食など）

上靴、ハンドタオル、給食のエプロ

ン、三角巾、マスク、箸、お茶（水

筒に入れたもの）汗をかいた時用の

着替え

・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

・夏のあいだは、暑くて疲れやすいので1

回に2～3日が望ましいです

・麻疹の予防接種済み、または麻疹にか

かっていること

③受入側で用意（実

費負担　250円）

123

子どもと関わることの楽しさ、保育教諭の仕事

内容

保育教諭のお手伝い（掃除・片付け・草

取り・子どもと遊ぶなど）

上履き、水筒、帽子、タオル、筆記

用具、体験記録ノート、誓約書（事

前研修でお渡しします）

服装は中・高生体操服、大学生は動

きやすい服装（パーカー不可）に名

前付きエプロン

・できるだけ活動日に変更がないようにし

てくだい

・朝から体調が悪い場合はお休みしてくだ

さい

・貴重品はなるべく持ってこないようにし

てくだい

・子ども、保護者、職員にあいさつを元気

よくしてください

・分からないこと自分で判断せず、必ず職

員に聞いてください　他詳しくは事前研修

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）


