
※持ち物

①エプロン

②上履き

③飲み物

④その他

※食事

①各自で用意

②施設で用意（希望者の

み）

③施設で用意（全員）

【倉敷市】

No.分野 法人名 施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

31 高齢 社会福祉法人　愛育福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム　めばえ 712-8006 倉敷市連島町鶴新田1956-1 086-448-3345
①②③下駄箱、ロッカー

完備、自動販売機有
③(負担なし)

JR山陽本線　新倉敷駅

よりバス(20分)ヘラ取神

社前下車

(新倉敷駅まで車で送迎

を行います。)

倉敷市で唯一の木造平屋建て29床地域密着型特別養護老人ホームめばえです。木造平屋建ての特養は

珍しく、施設外週に散歩コースもあります。ショートステイ併設はなく、ユニットごとに夜勤者を置

く3名体制夜勤をとるなど、本格的ユニットケアを行っています。めばえ保育園が母体で、園児との

交流も盛んです。ぜひお越しください！

32 高齢 社会福祉法人　ますみ会 特別養護老人ホーム　ますみ荘 710-0803 倉敷市中島837-5 086-465-6565 ②③④(筆記用具) ③(負担なし)

JR倉敷駅より水島臨海

鉄道　西富井駅(8分)下

車徒歩10分

又はJR倉敷駅よりバス

(12分)穴場神社前より徒

歩1分

オリエンテーションでは、施設見学だけでなく、介護機器の体験などを予定しています。その他にも

介護職の体験やご利用者との触れ合いなど、盛りだくさんの内容で皆さまをお待ちしております。福

祉・介護のお仕事、その魅力について、興味のある方はぜひご参加ください！

33 高齢 社会福祉法人　王慈福祉会 王慈園デイサービスセンター 711-0906 倉敷市児島下の町5-2-17 086-473-9000 ①②③ ②　340円

JR瀬戸大橋線　児島駅

又は上の町駅より児島

巡回バス(10～15分)王

慈園前下車・

あるいは児島駅又は上

の町駅より徒歩25分

特別養護老人ホーム王慈園に併設されているデイサービスセンターです。王慈園の前にはバス停もあ

ります。交通の便がとても良いです。福祉の道に進みたいと思っている方はもちろん、どうしようか

悩んでいる方、興味があるので体験だけしたい方…、どのような方でも懇切丁寧に指導させていただ

きます。

34 高齢 社会福祉法人　王慈福祉会 特別養護老人ホーム　王慈園 711-0906 倉敷市児島下の町5-2-17 086-473-9000 ①②③ ②　340円

JR瀬戸大橋線　児島駅

又は上の町駅より児島

巡回バス(10～15分)王

慈園前下車・

あるいは児島駅又は上

の町駅より徒歩25分

特別養護老人ホーム王慈園は、従来型特養とユニット型特養を有しています。王慈園の前にはバス停

もあります。交通の便がとても良いです。福祉の道に進みたいと思っている方はもちろん、どうしよ

うか悩んでいる方、興味があるので体験だけしたい方…、どのような方でも懇切丁寧に指導させてい

ただきます。

35 障害 社会福祉法人　クムレ ★多機能事業所　コトノハ 701-0113 倉敷市栗坂12-2 086-463-2200 ②③

②600～650円(給食と

カフェランチ選べま

す。)

最寄り駅：JR山陽本線

中庄駅

「どんなに障がいが重くても、住み慣れた地域で自分らしく生き生きと過ごしていく」という目標

で、利用者さん主体の支援をしています。コトノハは平成27年～令和元年まで正規職員の離職率も

「0」です。とても働きやすい楽しい職場です。

36 障害 社会福祉法人　王慈福祉会 障がい者支援施設　ベネヴィータ王慈 711-0903 倉敷市児島田の口7-6-39 086-477-9501 ①②③ ②　346円

JR瀬戸大橋線　児島駅

より下電バス(20分)田の

口岡下車徒歩10分・

または児島駅より徒歩

50分

「高齢福祉」「障がい福祉」「児童福祉」「地域福祉」の4つを軸に、様々な福祉事業を運営してい

る福祉法人です。「子育て応援宣言」「キャリアアップ宣言」「各種手当など待遇が充実」を柱に長

く働きやすい職場を目指しています。

37 障害 社会福祉法人　めやす箱 ブルー・キャンパス 710-0064 倉敷市青江739 086-441-3401 ②③④(動きやすい服装) ②　400円

JR山陽本線倉敷駅より

倉敷駅北口からバス(5

分)川入下車・

または倉敷駅より徒歩

15分

ご利用者様一人一人の個性とニーズを大切に、日常生活上の支援や余暇活動、軽作業、外出活動等を

提供しております。また、ご利用者様の将来性や可能性をしっかりと見据え、地域で生き生きとした

生活が送れるようサポートさせていただきます。ご利用者様と共に成長し、笑いの絶えない事業所作

りを目指しております。

38 高齢 社会福祉法人　鷲山会 ★特別養護老人ホーム　倉敷シルバーセンター 711-0936 倉敷市児島柳田町355-1 086-473-1010 ②③ ②　280円

JR瀬戸大橋線　児島駅

よりバス(15分)児島小学

校前下車・

または児島駅より徒歩

30分

「ひと、かがやく介護」の理念のもと、ご利用者も職員も楽しく活き活きと過ごせるようサポートし

ています。実習性も多数受け入れ、後進の育成に力を入れている事業所です。実際の職場を体験し、

福祉の仕事の楽しさを感じて頂きたいと思っています。

39 障害 社会福祉法人　めやす箱 スマイルライフ 710-1101 倉敷市茶屋町2003-23 086-441-2030 ②③ ①②　400円

最寄り駅：JR瀬戸大橋

線

　　　　　茶屋町駅

当事業所は、知的や身体、精神に障害のある成人の方を対象とした通所型の施設です。個別支援計画

に基づき、ご利用者様お一人おひとりの自立支援をサポートさせて頂いております。活動内容は、創

作活動や軽作業、レクリエーションや散策などを行っています。また、入浴や排泄、食事といった日

常生活を送る上で必要な介助を行っています。

40 高齢 社会福祉法人　純晴会
★特別養護老人ホーム　浮洲園

★デイサービスセンター　浮洲園

710-0034 倉敷市粒江2500-1 086-429-3311 ②③④(昼食、筆記用具) ①

JR山陽本線　倉敷駅よ

り

バス(20分)笹無山下車

徒歩5分

当施設ではお一人おひとりが生き甲斐を持って安心して生活できる地域社会をつくり、将来自分の両

親、または自分が利用したいと思える施設を目指しています。高齢者福祉に興味を持たれている学生

の皆様の学びや気付きの場を提供出来ればと思いますので、ぜひお待ちしております。

41
高齢

障害
社会福祉法人　四ツ葉会

特別養護老人ホーム　元気の家

障がい福祉サービス事業所　これから
710-0011 倉敷市徳芳501-1 080-2896-7721 ②③ ②　(生徒負担は不要)

JR山陽本線又は伯備線

中庄駅より徒歩10分

介護に興味のある方はもちろん、全く知らない方でもOK！インターンシップを通して介護現場を体

験して下さい。高齢分野では、カフェで利用者様にお茶を出したり、認知症リハビリ等参加して下さ

い。また、障がいのある方たちとも接することができるので、幅広い体験ができます。

感染症対策のため、インターンシップの１週間前から当日は体調管理をお願いします。当日は検温さ

せていただきます。

42 高齢 社会福祉法人　創心福祉会 百年煌倶楽部　平田 710-0013 倉敷市平田855 086-420-1500 ②③ ②　400円

JR山陽本線　倉敷駅よ

り

徒歩30分

ただ介護の仕事体験をしてもらうのではなく、ご利用者様の「できるを知る」アプローチを体験して

もらいます。その体験から介護の仕事を通じて、社会に向けて何が出来るかを勉強してもらいます。

デイサービスには介護スタッフだけでなく、リハビリ、看護、栄養スタッフもおり様々の職種を学べ

る環境です。

インターンシップ受入施設（備中地域）

★マークがついている施設は『おかやま☆フクシ・カイゴ職場 すまいる宣言制度』に登録している事業所です。

　すまいる宣言事業所では、自ら人材育成や就業環境の改善など、働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んで

　います。



43 高齢 社会福祉法人　薫風会 特別養護老人ホーム　みどり荘 712-8061 倉敷市神田2-3-5 086-444-6521 ①②③ ①

水島臨海鉄道　栄駅よ

り

徒歩15分

　当施設は倉敷市水島地域を拠点とし、福祉・医療・教育を基に、地域の方々に質の高いサービスを

提供できるように努めています。

　特養130名、併設短期入所24名の大人数の施設であり、さまざまな利用者がおられますので、福祉

の職場で働くことのイメージもしやすいと思います。

44 高齢 社会福祉法人　松園福祉会 ★あすなろテラス 713-8125 倉敷市玉島勇崎1044-3 086-528-3110 ①②③ ②　0円

JR山陽本線　新倉敷駅

より

バス(11分)外浜(あだは

ま)

下車徒歩5分

あすなろ園は、特別養護老人ホームを代表とする高齢者福祉サービス、保育園や多機能型児童発達支

援事業所等を運営しています。あすなろテラスでは、隣接する保育園の園児や児童と触れ合う機会な

ども体験できます。

45 障害 社会福祉法人　クムレ ★障がい者支援施設　あしたば 701-0104 倉敷市山地1730-1 086-463-0770 ②③ ②　600円
最寄り駅：山陽本線

　　　　　中庄駅

18歳以上の障がいのある方が生活されています。障がいや個性は人それぞれですが、笑顔がとても素

敵な方たちです。ぜひ、あしたばで職場体験をしてみませんか。

46 高齢 社会福祉法人　みゆき会 特別養護老人ホーム　みゆき園 710-0051 倉敷市幸町8-27 086-427-7627
②③④(動きやすい服装、

シューズ)
①

JR山陽本線　倉敷駅よ

り

徒歩15～20分

高齢者の日常生活のお手伝い、コミュニケーションがメインになります。

47 障害 社会福祉法人　めやす箱 めやすばこ　ひ・よ・り　きっず 710-0022 倉敷市早高568-3 086-441-1207 ①②③④(筆記用具) ①
JR瀬戸大橋線　久々原

駅より徒歩10分

めやすばこひ・よ・り　きっずは、子どもたち一人一人の発達に合わせた支援を行う療育機関です。

お子様の好きな事や得意なことを生かしながら、生活に必要なスキルやコミュニケーションの力を伸

ばし、ご家庭や地域の中で自立した生活を送れるようサポートします。子どもの好きな方、興味があ

りましたらご参加お待ちしております。

48 障害 社会福祉法人　めやす箱 めやすばこ・きっず 710-0803 倉敷市中島638-13 086-466-0751 ①②③④(筆記用具) ①
JR山陽本線　西阿知駅

より徒歩15分

就学前のお子様を対象とした療育を行う療育機関として、お子様ひとりひとりの発達に合わせたサ

ポートを行っています。お子様の特性を理解し、苦手なところだけでなく得意なことを把握しなが

ら、お子様の成長に携わっています。療育の現場を体験して頂き、福祉の現場を知るきっかけとして

頂ければと思います。

49 障害 社会福祉法人　めやす箱 児童発達支援センター　さんぽるて 712-8007 倉敷市鶴の浦2-55-338 086-436-6922 ①②③ ②　385円

JR山陽本線　新倉敷駅

より

バス(10分)霞丘小学校入

口下車　徒歩20分

当センターは、2019年4月に医療的なケアが必要なお子様が通うことができる施設として開所しまし

た。その他にも、歩くのが苦手なお子様や、発達にサポートが必要なお子様などが通っています。お

子様たちのできることや成長は様々ですが、保護者の方と成長を共に喜びながら1日1日お仕事をして

います。

※当センターが、医療ケアを必要とするお子様が通われているため、コロナの状況等によっては、安

全面を考慮して受け入れ決定後にお断りをさせていただく場合がございます。ご理解の程よろしくお

願いします。

50 障害 社会福祉法人　めやす箱 めやすばこ・きっずⅡ 710-0847 倉敷市東富井739-2 086-697-6841 ①②③ ①
水島臨海鉄道　西富井

駅より徒歩5分

自閉スペクトラム症などの発達障がいのある2～5才の子ども達とかかわる仕事です。子ども達とかか

わりを持ち、遊んでみたいという方をお待ちしています。

51 障害 社会福祉法人　めやす箱 就労センター　かなで 712-8011 倉敷市連島町連島1883-2 086-441-7577 ①②③④(帽子) ①②　350円

水島臨海鉄道　福井駅

より

徒歩10分・または倉敷

駅小溝線　竜の口下車

当事業所は、就労継続支援B型、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)の三事業の事業所です。障がい

を持たれている方の仕事、生活、就職活動と様々な視点で支援させていただいております。多数の方

にご利用いただいている関係上、多くの方の受け入れは難しいですが、福祉の取り組み、現状につい

て、学びが深められると思います。

52 障害 社会福祉法人　めやす箱 いっぽいっぽ 701-0105 倉敷市矢部530-6 086-462-2912 ②③④(帽子かバンダナ) ①②　370円

JR山陽本線　中庄駅よ

り

徒歩45分

倉敷市の北側で、就労継続支援B型事業所を運営しております「いっぽいっぽ」です。事業所は明る

くアットホームな雰囲気となっております。主な活動は、ご利用者様の作業訓練としてお菓子の製

造、販売や軽作業を行っています。皆様のご参加をお待ちしております。

53 高齢 社会福祉法人　浅原桃花会 浅原桃花園　デイサービスセンター 710-0007 倉敷市浅原380-2 086-462-0020 ② ①②　380円
JR山陽本線・伯備線

倉敷駅より徒歩50分

「よかった。の一言のために」の施設理念緒もと、職員一同個々に合わせたケアに努めています。施

設は自然に囲まれた中にあり、気候の良い日は散策へもよく出かけます。

受け入れにあたり施設の規定にそった新型コロナウイルスへの対策をしていただきます。

54 障害 社会福祉法人　めやす箱 カラフル 710-0016 倉敷市中庄1091 086-441-3412 ② ①②　400円

JR山陽本線　中庄駅よ

り

徒歩23分

主に重度の知的障害の方が、日中活動をするための通所施設です。障がいが重くても、ご利用者の主

体性を大切にしています。

55 障害 社会福祉法人　めやす箱 めやすばこ　きっずぷらす 710-0803 倉敷市中島638-13 086-441-0129 ②③ ①

JR山陽本線　西阿知駅

より

徒歩15分

めやすばこ　きっずぷらす(放課後等デイサービス)では、何らかの障がいをお持ちの小学生を対象に

療育を行っています。障がい児支援に興味のある方、子どもと関わることが好きな方、ぜひいらして

ください。

56 障害 社会福祉法人　めやす箱 くらイフ 710-0064 倉敷市青江850-1 086-441-4765 ②③④(バンダナ) ①

JR山陽本線　倉敷駅よ

り

徒歩30分

精神、知的、身体等様々な障がい特性をお持ちの方が通所されています。皆で、目標に向かって明る

く元気に仕事ができるようサポートするお仕事です。

57 高齢 社会福祉法人　松園福祉会 ★あすなろ園　柏台デイサービスセンター 713-8124 倉敷市玉島柏台5-1-1 086-528-3110 ①②③ ②　0円

JR山陽本線　新倉敷駅

よりバス(11分)玉島協同

病院

下車徒歩13分

あすなろ園は、特別養護老人ホームを代表とする高齢者福祉サービス、保育園や多機能型児童発達支

援事業所等を運営しています。柏台デイサービスセンターでは、認知症予防の体操等を体験できま

す。

【総社市】

58 障害 社会福祉法人　吉備路の会 障害者支援施設　吉備路学園 719-1155 総社市小寺1553-1 0866-92-6580 ②③④(筆記用具)
②　650円

　　(昼食)

JR桃太郎線　東総社駅

より徒歩30分

一言で福祉の現場と言っても、実際はいろいろな現場があります。“障害者支援施設とはどんな現場

なのか”を、この機会を活かし、ぜひご覧になって下さい。

59 高齢 社会福祉法人　雪舟福祉会 特別養護老人ホーム　シルバーセンターセレーノ総社 710-1201 総社市久代5127 0866-96-0700
②③④(動きやすい服装で

お越しください)
①

JR伯備線又は桃太郎線

総社駅より送迎要相談

〇法人理念：ほのぼのとした家庭的な雰囲気作り

〇初任者研修を事業所内で開催し、資格のない方でも安心して業務に就いていただける環境を整えて

います。

〇事業所内保育(0～2歳児を対象)を併設し、高齢者と幼児の交流を深め、相互に良い影響を受ける事

のできる環境であるとともに、育児中の職員も安心して働ける事業所です。



60 高齢 社会福祉法人　スキーム福祉の会 グリーンアンドリバーホーム 719-1171 総社市清音三因1074-1 0866-92-4165 ② ①②　500円
JR伯備線　清音駅より

徒歩40分

高齢者の介護はきつい仕事ですが、人の役に立つことの喜びを実感できる仕事でもあります。機械に

はできない、人にしかできないかけがえのない仕事であることを感じて頂けたらと思います。

61 高齢 社会福祉法人　超寿会 特別養護老人ホーム　いずみの杜 719-1155 総社市小寺958 0866-90-0005 ①②④(名札) ②　350円

JR吉備線　東総社駅よ

り

徒歩20分

入所するお年寄りに寄り添って…働く職員も大事に…。

・過ごしやすい清潔感のある明るい環境を作っています(面会の方に「いつもきれいにされてます

ね」とお褒めの言葉をいただきます)。

・併設する施設の子どもたちとの交流が盛んです(ハロウィン、クリスマス、やきいも、敬老会など

イベント多数)。

・半分以上の職員が10年以上当法人で働いています(ベテラン職員にも相談しやすい環境がありま

す。また産休、育休を利用する職員多数)。

【井原市】

62 高齢 社会福祉法人　芳仙会
特別養護老人ホーム　小田川荘

小田川荘デイサービスセンター
714-2114 井原市芳井町川相351 0866-72-1577 ② ②　320円

63 障害 社会福祉法人　こだま園 こだま園　東江原ワーク 715-0003 井原市東江原町326-1 0866-63-3115 ②③④(名札) ①
井原線　荏原駅より

徒歩約10分

現在11年目になる事業所です。開所当時より施設外就労、支援に力を入れ、日々7～11名の利用者さ

んが事業所外で頑張っています。同時に委託職員作業にも力を入れ、草刈り、墓所掃除、農業の補助

作業を日々頑張っています。

64 障害 社会福祉法人　こだま園 こだま園　芳井ふれあい作業所 714-2102 井原市芳井町与井144 0866-72-1427 ②③④(名札) ①

井原線　井原駅より

北辰バス(20分)与井下下

車

軽作業(ペットボトル分別、フルーツキャップ折り)が中心の知的障害者24名、職員6名の施設です。

菓子製造(クッキー、シフォンケーキ)にも希望があれば関わって頂くことも可能です。障害福祉の分

野に興味がありましたら、是非、一緒に利用者さんと触れ合ってみませんか。

65 高齢 社会福祉法人　みずき会 特別養護老人ホーム　みずき 715-0003 井原市東江原町1661-1 0866-63-2122 ②③ ②　450円
井原線　早雲の里荏原

駅より徒歩10分

私たち特別養護老人ホームみずきは、様々な要因により自宅での生活が困難となった方々が入居され

る施設です。食事、排泄、入浴等の生活全般をお世話させていただき、より良い人生が過ごせるよう

にお手伝いする仕事をしています。入居者様の生活を支える上で、職員1人1人の成長がとても大切で

す。内外研修への参加や資格取得への支援の他、メンタルサポートとして職員面談を定期的に行って

います。「人の役に立ちたい」「人のお世話が好き」と思われる方は是非、私たち特別養護老人ホー

ムみずきへお越し下さい。お待ちしております。

66 高齢 社会福祉法人　みずき会 特別養護老人ホームみずき　デイサービスセンター 715-0003 井原市東江原町1661-1 0866-63-2122 ②③ ②　450円
井原線　早雲の里荏原

駅より徒歩10分

みずきデイサービスセンターは、定員数39名の中規模デイサービスです。サービスの時間は9:15～

16:30で少し長く感じますが、あっという間に時間が過ぎてしまいます。サービスの内容は、本格的

な運動指導や、アロマオイルを使っての癒しのマッサージ、そして世界の公文が開発した公文学習療

法の3本の柱を軸とし、職員がそれぞれ専門性を持って利用者様に向き合っている事業所です。風通

しもよく、明るく楽しい職場です。お待ちしています。

【新見市】

67 高齢 社会福祉法人　恵愛会 特別養護老人ホーム　おおさ苑 719-3506 新見市大佐田治部3221 0867-98-3600 ①②③ ①②　500円

JR姫新線　丹治部駅よ

り

徒歩15分

福祉の職場で、職員に密着しながら実際の仕事が体験できます。事前にオリエンテーションを行い、

マナーや福祉の基本を学んでいただきますので安心して体験することができます。


