
 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（玉島地区）

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　倉敷市社会福祉

協議会
710-0261

中学生/高校生/

大学生

デイサービスセンター 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
社会福祉法人　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

介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム　グリーン

ピア瀬戸内
玉島陶856-1 10:00～15:00 2人

高齢者 プライス・サム㈲ 713-8126

グループホーム シーサイドリビング沙美
玉島黒崎

5577
3人

高齢者 ㈲ソルテク 710-0252 7月～8月の3日間程度
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
9：30～16：30 2人

高齢者 ㈱ピーチ福祉医療システムズ 713-8113 特になし 中学生/高校生

デイサービス デイサービス新倉敷良寛の杜
玉島八島

1555
10:00～15:00 2人

高齢者 三喜㈱ 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 三喜㈱ 710-0261
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

アクセス

150

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

したりして

・利用者との交流・趣味活動の手伝い

・レクリエーション・行事などの手伝い

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西阿知駅または新倉敷駅よりコ

ミュニティバスで“福祉センター”下車

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

152

グループホームで高齢者の交流活動など 動きやすい服装、上靴、弁当 時間を守ること

お休みをする時は連絡が欲しい

①ボランティアによ

る手弁当

グループホームで高齢者の交流活動など

151

高齢者施設の役割等 上ばき、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

利用者様の身のまわりの手伝い、話し相

手等

154

高齢者とのふれ合いを通して高齢者の身体能力

や活動を知り理解する

動きやすい服装、水分補給用

のお茶など

言葉づかいなどに注意してください

①ボランティアによ

る手弁当

高齢者と共に行う作業、レクレーション

など

153

認知症って特別な事ではないんだ・・・という

ことと、高齢で認知症になってもできることは

たくさんあるんだという点です。

筆記用具、印鑑、タオル、水

筒（無くてもお茶はありま

す）

自分一人の考えで行動しない。笑顔で

接してください。

③受入側で用意（実

費負担　　　円）

JR新倉敷駅北口より徒歩3分入居者との会話、散歩同行、アクティビ

ティーなど

156

認知症の方々に対する理解 動きやすい服装、飲み物等

（自分が必要であれば）

本人の希望により

利用者の方とのコミュニケーション、簡

単な作業、手伝い

155

認知症という病気、症状を知って欲しいです。 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も

らさないでください。

利用者や職員に、初日だけでなく毎日

挨拶してください。 ②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

玉島信用金庫船穂支店の向かいです。

（黒い建物です。）

利用者様の話し合い相手、昼食作りのお

手伝い、施設内の掃除等



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（玉島地区）

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 ㈲ケアワン 710-0261 8/1～8/31（お盆以外）
中学生/高校生/

大学生

デイサービス デイサービス船穂
船穂町船穂

1953-1
9：00～16：00 2人

高齢者 ㈲ケアワン 710-0261 8/1～8/31（お盆以外）
中学生/高校生/

大学生

グループホーム グループホーム船穂
船穂町船穂

1953-1
9：00～16：00 2人

高齢者 社会福祉法人アミカル 713-8102 土日祝以外
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アミカル 玉島1275-1 8：30～17：30 １人

高齢者 社会福祉法人アミカル 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 社会福祉法人アミカル 710-0251 土日祝以外

特別養護老人ホーム 養護老人ホーム倉敷市長楽荘
玉島長尾

2953
8：30～17：30 1～2人

高齢者 富田ケアセンター㈲ 713-8115 いつでも（要相談） 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
9：00～16：30 2人

障がい者
社会福祉法人倉敷市総合福祉事

業団
713-8121 月曜日・年末年始を除く

中学生/高校生/

大学生

玉島障がい者支援センター
玉島阿賀崎2-

1-10

9：00～19：00

（時間は要相談）
2～3人

言葉づかいを気をつける

直接的な介護をしないように

①ボランティアによ

る手弁当

レクレーション、ゲームの参加、利用者

との交流

157

会話を楽しむ、雰囲気作り スリッパ、動きやすい服装、

名札

言葉づかいを気をつける

直接的な介護をしないように

①ボランティアによ

る手弁当

レクレーション、ゲームの参加、利用者

との交流

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 昼食

160

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にもらさない

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）

JR新倉敷駅→両備バス（玉島警察署

前）徒歩10分

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、クラブ活

動の補助、掃除等

159

高齢者との関わりを通じて、コミュニケーショ

ン能力の習得

上履き、エプロン、飲料 守秘義務

通勤時の服装とボランティア時の服装

は必ず更衣すること。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

JR新倉敷駅→両備バス（玉島警察署

前）徒歩10分

158

会話を楽しむ、雰囲気作り スリッパ、動きやすい服装、

名札

162

「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）

上靴・動きやすい服装 事業所の職員の指示に沿って活動をお

願いします。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

新倉敷駅から車で30分（徒歩30分）利用者さんとのコミュニケーション等

161

当施設では身の回りのことは基本的にご自身で出来る方が入所され

ており、現在は100名の方が生活されています。入所者の方は皆さま

とお話をしたり、一緒に物事に取り組むことを楽しみにされていま

す。興味のある方はぜひお越しください。

動きやすい服装、上履き、エ

プロン

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

関係のない勉強道具等を持ち込まない

ようにお願いします。

①ボランティアによ

る手弁当

JR新倉敷駅より北へ徒歩約５分高齢者介助等

163

まずは気軽に利用者と交流し、楽しい時間を過

ごしていただきたいです。

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

よっては申込等必要になりま

すのでご相談ください。

・活動中はスマホ、携帯電話の使用は

禁止です。

・センター内は撮影禁止です。

・守秘義務

・分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。

①ボランティアによ

る手弁当

新倉敷駅より玉島中央行バスにて玉島

支所前で下車。

西へ徒歩2分（玉島中央病院西隣）

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を通して交流

できます。



 2019 夏のボランティア体験事業　活動先一覧　（玉島地区）

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

その他 713-8113 713-8113 隋時
中学生/高校生/

大学生

救護施設 救護施設たましま寮
玉島八島

1385-1
8：30～17：00 ２人

地域団体 NPO法人 713-8121 7月21日 中学生/高校生

ボランティアグループ 備中玉島観光ガイド協会
玉島阿賀崎

1195
9：00～12：00 3人

地域団体 713-8126 7/28、8/11 中学生

ボランティアグループ
沙美マリンフェスティバル実行

委員会

玉島黒崎

6922

7/28…9：00～12：00

8/11…9：00～15：00

地域団体 713-8121
中学生/高校生/

大学生

ボランティアグループ ともしび点訳グループ
玉島阿賀崎1-

1-1
15人程度

地域団体 713-8122
中学生/高校生/

大学生

ボランティアグループ 手話サークル
玉島阿賀崎1-

1-1
15人程度

児童 社会福祉法人祥陽会 713-8102 8月第2週と土曜日以外
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 2～3人

児童 社会福祉法人祥陽会 713-8103
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 よしうら保育園 玉島1898-1 9:00～17：00 3人

164

様々な障がいや生活状況を抱えた方が入所され

ておりますので、いろんな方と交流し、視野を

広げていただきたい。

室内履き、着替え、筆記用

具、昼食

初日に注意事項の説明をします。動き

やすく汚れても良い服装でお越しくだ

さい。また室内履きはスリッパ以外の

すべりにくいものが良いです。

①ボランティアによ

る手弁当

③受入側で用意（実

費負担350円）

どちらでも可

利用者交流、簡単な生活介助、その他希

望がれば要相談

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

166

真面目に正確に最後まですることを学んでもら

いたい。

運動できる服装 真面目に正確に確実にいてほしい。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

沙美西海水浴場、7/28中央広場、8/11

東駐車場の近く

ビーチフェスティバル【7/28（雨天順延

日8/5）】…受付、案内係

ビーチバレー【8/11】…放送、記録係

165

子どもとの接し方、決まりを守る 飲料 時間厳守

①ボランティアによ

る手弁当

子どもの工作支援

168

手話体験を通して、聴覚障がい者の方の理解を

深めてほしい

筆記用具

①ボランティアによ

る手弁当

玉島支所内

事前研修会にてお知らせ

します

167

点字体験を通して、視覚障がい者についての理

解を深めてほしい

筆記用具

①ボランティアによ

る手弁当

玉島支所内点字体験。点字器を使ってチラシなどの

点字訳作業などをしていただきます。

事前研修会にてお知らせ

します

マクドナルド玉島店とセブンイレブン

玉島店の間の道を入るとすぐです。

「玉島ショッピングセンタートップス

前」停留所すぐです。

170

子どもと関わることの楽しさ、保育者の仕事内

容

上履き・水筒・帽子・タオル・

筆記用具・体験ノート・誓約書

（事前研修会でお渡しします）

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）に名前付きエ

プロン

事前研修会にてお伝えします。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

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。最寄りの

バス停は、社会保険事務所前です。

保育士の手伝い（掃除・片付け・草取

り・子どもと遊ぶなど）

169

保育士がどんな仕事をしているかを知って欲し

いです。子どもたちのかわいさを感じてもらえ

れば…と思います。

保育士の手伝い、環境整備、雑用手伝い

等

帽子・体操服・着替え・タオ

ル・水筒・上靴・筆記用具な

ど

・体調が悪い時、熱がある時は子ども

たちにうつさないためお休みしてくだ

さい。

・子どもの目線まで姿勢をひくくし

て、やさしく話しかけてください。

・子どもはすぐ真似をします。

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　（玉島地区）

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 710-0261
中学生/高校生/

大学生

保育園 たから会
船穂町船穂

3345
9:00～16：00 4～5人

児童 社会福祉法人　向陽会 713-8126 7/22～8/9
中学生/高校生/

大学生

保育園 沙美保育園
玉島黒崎

6886-7
9:00～16：00 1～2人

児童 社会福祉法人いずみ福祉事業会 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 最高3人

児童 社会福祉法人適育福祉会 713-8103
7/22～8/29

（8/13～16を除く）

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 社会福祉法人心和会 713-8123
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 6人

児童 社会福祉法人　船穂福祉会 710-0261
7/22～8/9・8/19～

8/23（土日祝除く）

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 社会福祉法人祥陽会 713-8103 いつでも可
中学生/高校生/

大学生

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 9：00～15：00 1人

感染症の疑いがある時はボランティア

をお休みください。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

県道から沙美西海水浴場駐車場に入る

道の川をはさんで西側

保育士の手伝い、雑務

子ども達に対する優しさ、いたわり、愛情、保

育士の仕事等

帽子・着替え・タオル・水

筒・上靴・筆記用具・白飯な

ど

・アレルギーのある場合は、くわしく食物

など連絡してください。

・園での個人情報は絶対に園外では話題に

しない。

・朝や帰りの時には、事務所に寄って挨拶

をして帰ってください。

・携帯や金銭は出来るだけ持って来ないよ

うにしてください。

・自分勝手に判断せず、必ず担任保育士や

近くの職員に聞く。

③受入側で用意（実

費負担　　　円）

園児の相手・保育士の補助（手伝い）・

給食・おやつの準備・掃除・製作等

174

積極的な活動への参加、社会における礼儀 着替え・帽子・上靴・タオ

ル・水筒・筆記用具・動きや

すい服装（体操服）など

・毎朝体温を測り、微熱や体調不良の

場合は、無理をせず休んでください。

・欠席、遅刻の場合は電話連絡を必ず

する。

・笑顔で明るく挨拶をする。

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

機行き）→堀貫北バス停下車　徒歩1分

保育士の手伝い（保育に参加）

173

ボランティア体験を通じて社会福祉について学

んで欲しい。

上履き、汗拭きタオル、水

筒、帽子、筆記用具、米（１

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

になるようにお願いします。 ③受入側で用意（実

費負担200円）

・ハローズ乙島店から西へ

・近くに乙島幼稚園があります。

・保育士の補助

・子どもと一緒に遊ぶ

・環境整備

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 昼食

176

仕事の楽しさと大変さ、そして厳しさを学んで

欲しいです。

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

又は、行事などの準備やお手伝いなどを

していただきたいと思います。

・服装：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。

・休み時には、早めに連絡をしてくだ

さい。

・最低１人３日ぐらいは活動をしてほ

③受入側で用意（実

費負担250円）

175

保育士の仕事内容、子ども達との接し方 保育士の補助 着替え・水筒・帽子・上靴・

タオル

守秘義務はお願いします。

身だしなみを整える（爪は短く切る、

長い髪は束ねる）

緊急時以外の携帯電話の使用はできな

い。

②受入側で用意（実

費は受入側で負担）

172

「保育」という仕事の楽しさと大切さ。子ども

への関わり方。

帽子、スリッパ、エプロン、

三角巾、ゴムぞうり等、着替

え（水遊び等）

新倉敷駅から徒歩15分　よしうら保育

園隣

177

地域に親子の遊び場、相談場所があるというこ

とを知ってほしい

乳幼児と遊ぶ、保護者の話を聞く、相談

を受ける

エプロン・飲み物 ・最低2～3日は活動してほしい。

・本人や家族に嘔吐下痢、発熱、イン

フルエンザ、その他体調不良がある場

合は参加を控えてください。

・活動時に聞いたことは口外しない。

（守秘義務厳守）

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　（玉島地区）

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 713-8112
園の行事によって受け入

れができない時がある

中学生/高校生/

大学生

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
社会福祉法人倉敷市総合福祉事

業団
713-8122

夏休み期間中

（8/13～16を除く）

中学生/高校生/

大学生

児童館 倉敷市玉島児童館
玉島中央町3-

9-12
9：00～17：00 8人

注意事項・特記事項 昼食 アクセス

JR新倉敷駅からバス

・玉島中央町 下車徒歩3分

・玉商グラウンド前 下車徒歩5分

179

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。乳幼児や小学生と積極的に関

わってください。一緒に遊ぶ中でルールやマ

ナーを再認識し、子ども達に教えてあげてくだ

さい。

・乳幼児や小学生と遊ぶ

・行事の準備、片付け、環境整備など

・上履き（シューズ）

・汗ふきタオル

・お茶、昼食

・筆記用具、体験ノート

※服装は体操服などの動きや

すい服装で来てください。

・時間厳守で来てください

・休む時や遅刻をするときは必ず連絡

をしてください。

・笑顔で挨拶を心掛けてください。

・分からないことや困ったことがおき

た時は、必ず職員に報告し、指示を受

けてください。

①ボランティアによ

る手弁当

178

保育教諭の仕事の内容、楽しさを知って欲しい 子どもと遊んだり、世話をしたりする。

保育室やトイレなどの清掃、玩具の消

毒。草取りなどの環境整備

動きやすい服装、運動靴、

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30分程度

番号 体験を通じて学んで欲しいこと 活動内容


