
※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）

【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

26 高齢 社会福祉法人　アミカル 養護老人ホーム　倉敷市長楽荘 710-0251 倉敷市玉島長尾２９５３ 086-522-1110

① ② ③ ④(活動しやすい

服装でお願いします。ま

た、長髪の方は髪留めの

使用をお願いします。)

②300円
JR山陽本線　新倉敷駅

より徒歩10分

岡山県内で２３施設ある養護老人ホームのうち、定員が１００名と岡山県内で最大の入所規模の施設

です。 さまざまな事情を抱えて入所された方々の支援は、介護だけでなく、多様な手段によって行わ

れています。 介護という側面だけでない、高齢者の支援を肌で感じていただける良い機会です。 是

非ご検討ください。

27 障害 社会福祉法人　めやす箱 ★就労継続支援B型　くらイフ 710-0064 倉敷市青江８５０－１ 086-441-4765 ② ③ ④(バンダナ) ②400円
JR山陽本線　倉敷駅よ

り、徒歩20分～30分

くらイフでは、ご利用者お一人お一人の強みを作業に活かし、苦手な部分を補い、成長を見守れる雰

囲気の中での活動を行っています。 ご利用者皆それぞれしんどさを抱えられていたり、悩みがあるこ

ともありますが、その様な時にはしっかりお話を聞くことで、また前向きになれることも沢山ありま

す。 それぞれの障害特性の理解、成育歴、性格の理解を進めることで寄り添えることも沢山ありま

す。  ここでのインターンシップで多くの学びがあると思います。 ご希望お待ちしております。

28 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 ② ③ ①
JR山陽本線　西阿知駅

より、徒歩20分

療育施設として、２才～５才のお子さんが来ています。ぜひ来て頂いて、子ども達を知っていただけ

たらと思います。

29 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 ① ② ③ ①
水島臨海鉄道　西富井

駅より、徒歩20分

「めやすばこ・きっずⅡ」は、就学前のお子様一人一人の発達に合わせて、その子の個性が十分に発

揮できるように支援していくための療育機関です。　※受入情報は現時点での予定になりますので、

予定が変更になる場合があります。

30 障害 社会福祉法人　瀬戸内福祉事業会 瀬戸内学園 712-8015 倉敷市連島町矢柄６０９２ 086-448-1811 ① ② ③ ①

JR山陽本線　倉敷駅よ

り、バス20分(両備バス

霞橋車庫行き・倉敷芸

科大行き)宝島寺で下

車、徒歩10分

瀬戸内学園は主に知的障害がある方の生活を支える仕事です。 この仕事に就いて良かったと思うこと

は、施設・事業所をご利用されている皆様の笑顔を肌で感じられることです。 ご利用者様はフレンド

リーに話しかけて下さり、毎日楽しく仕事をすることができます。 今回のインターンシップでは、障

害のある方の接し方についても勉強ができる良い機会だと思います。 是非体験してみませんか。 お

待ちしています。

31 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 ② ③ ②280円

JR瀬戸大橋線　児島駅

よりバス15分、児島小

学校前で下車・

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。 実習生も多数受入れ、後進の育成にも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いただきたいと思っています。

32 障害 社会福祉法人　クムレ ★児童発達支援センター　倉敷学園 701-0113 倉敷市栗坂８番地 086-464-0012 ① ② ③ ① ②650円
JR山陽本線　中庄駅よ

り、徒歩20分

発達に何らか遅れのある子どもさんや、身体に不自由のある子どもさんが、毎日通う通園施設になり

ます。 小学校にあがる前の子ども達が元気に通って来てくれています。 定員は５０名です。 障害の

あるなしに関わらず、児童期で経験できることを職員や地域の方々とともに活動しています。

33 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
① ② ③ ④(下駄箱、ロッ

カー完備、自動販売機有)
②0円(負担なし)

JR山陽本線　新倉敷駅

よりバス20分、ヘラ取

神社前で下車

(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、施設外周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。

ぜひお越しください。

34 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 ②346円

JR瀬戸大橋線　児島駅

より下電バス20分、田

の口岡で下車、徒歩10

分

または児島駅より徒歩

50分

地域密着型特別養護老人ホーム、地域生活支援事業（障がい児の日中サービス）、相談支援事業との

複合施設になります。 インターンシップは、障がい者支援施設で行います。 海の見える穏やかな環

境で、皆さん過ごされています。 ぜひ一度、体験してください。

35 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 ① ② ③ ②346円

JR瀬戸大橋線　児島駅

又は上の町駅より、バ

ス10～15分(児島巡回バ

ス)、王慈園前で下車、

徒歩１分

(最寄駅まで送迎致しま

す)

倉敷市児島にある事業所です。（瀬戸大橋の近くです。）王慈福祉会のインターンシップは「福祉の

仕事を知る」ことからはじめます。

みなさんの「知りたいこと」を一緒に体験していくプログラムになります。　まずは「知って」一緒

に楽しみましょう。

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。



36 高齢 社会福祉法人　しおかぜ 特別養護老人ホーム　しおかぜ 711-0927 倉敷市下津井１４８２－１８ 086-470-4848 ② ③ ① ②(313円)

JR瀬戸大橋線　児島駅

よりバス10分(下津井循

環線 とこはい号)、三百

山入口で下車、徒歩10

分

特養しおかぜでは「笑顔をつくる」を基本方針にかかげ、どんな時も利用者様に寄り添い、利用者

様・ご家族様・職員のみんなが自然と笑顔になれる関わりを目指しています。 個性豊かな利用者様と

幅広い年代の職員が、日々朗らかに過ごす働きやすい職場です。 インターンシップを通じて、介護の

仕事の大切さや楽しさ、やりがいを感じて欲しいです。

37 障害 社会福祉法人　めやす箱 ★就労継続支援B型　オープン・セサミ 710-0801 倉敷市酒津２５１２－３ 086-441-6552 ② ③ ①
JR山陽本線　倉敷駅よ

り、徒歩15分

オープン・セサミでは、ご障害をお持ちの方々が、一人ひとり目標や、やりがいを持って仕事に取り

組めるよう支援を行っています。 福祉や支援の経験がない職員も各々の経験や強みを活かして特色あ

る事業所作りに取り組んでいます。 障害福祉や就労支援に興味を持たれた方は、是非一度見学におこ

し下さい。 皆様とお会いできることを楽しみにお待ちしています！

38 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 ② ③ ④(筆記用具) ②0円

JR倉敷駅より、水島臨

海鉄道8分、西富井駅で

下車、徒歩10分

又はJR倉敷駅よりバス

12分穴場神社で下車、

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の生活の様子など、盛りだくさんの内容で皆様をお待ちしています。 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！

39 障害 社会福祉法人　王慈福祉会 エンゼル 711-0906 倉敷市児島下の町２－１２－２４ 086-474-9911 ② ③ ① ②346円

JR瀬戸大橋線　上の町

駅より、バス10分、王

慈園前で下車、

又は上の町駅より徒歩

20分

利用されている障害を持たれた方々と楽しく一日過ごしてみませんか？

40 障害 社会福祉法人　めやす箱 ★生活介護事業所　ブルーキャンパス 710-0064 倉敷市青江７３９ 086-441-3401 ② ③ ②400円

JR山陽本線　倉敷駅よ

り、バス5分、川入で下

車

又は倉敷駅より、徒歩

15分

ひとつでも多くの活動や体験を通して 「豊かな人生を送って欲しい」そんな願いを胸に日々支援に臨

んでいます。 笑いの絶えない和やかな雰囲気の職場です。

【総社市】

41 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 ①
JR伯備線　清音駅より

徒歩40分

介護はきつい仕事ですが、人の役に立てることの喜びを実感できる仕事です。 人にしかできない尊い

仕事であることを感じていただけたらと思います。

【新見市】

42 障害 社会福祉法人　健康の森学園 岡山県健康の森学園　障害者支援施設 718-0313 岡山県新見市哲多町大野 ２０３４－５0867-96-2995
② ③ ④(長ぐつ、農作業

が出来る服装)
①

JR伯備線・姫新線・芸

備線　それぞれ新見駅

より、バス40分、健康

の森学園で下車

知的障害（中軽度）のある方と広大な自然の中で農作業をしましょう。

【高梁市】

43 高齢 社会福祉法人　順正福祉会 特別養護老人ホーム　グリーンヒル順正 716-0068 高梁市松原町神原２２８１－８ 0866-23-1234
② ③ ④(筆記用具、タオ

ル)
① ②300円

JR伯備線　備中高梁駅

よりバス20分、(高梁バ

スセンターから乗車)

南倉庫前で下車、徒歩

15分

「利用者一人ひとりを尊重し、常に利用者の立場に立ったケアを行い、あたたかく家庭的な環境の中

で、利用者が安心した生活を送れるよう努めます。」の創設理念のもと介護を行っています。特養に

併設して、デイケアセンター、ケアハウスもあります。

44 障害
特定非営利活動法人

発達支援ネットワーク　つむぎ
つむぎ高梁 716-0046 高梁市横町１０７２－１ 0866-56-0011 ① ② ③ ④(筆記用具) ①

JR伯備線　備中高梁駅

より、徒歩15分

つむぎは児童通所施設で、主には発達障害があるお子様（１歳半～高校生）の支援をしています。 い

つも子ども達の元気な声と笑顔が溢れ、スタッフ一同、子ども達からパワーをもらっています。 ま

た、スタッフもとても丁寧に関わる人ばかりです。 福祉関係に興味のある方、また、子どもが大好き

な方、大歓迎です。 子どもたちもきっと年齢の近い皆さんとなら「遊びたい」って思うはず！！

ぜひ参加してみて下さい。

【笠岡市】

45 高齢 社会福祉法人　緑風会 小規模特別養護老人ホーム　みどりの丘 714-0081 笠岡市笠岡５１２８－１ 0865-69-2010 ② ③ ① ②324円

JR山陽本線　笠岡駅よ

り、バス５分、くじば

で下車、または笠岡駅

より徒歩10分

２９人という少人数の施設ではありますが、高齢者の方の状態や希望にそって臨機応変に対応できる

ように心がけています。

福祉の職場の雰囲気を体験して、今後の夢や進路に役立てることができれば幸いです。

46 障害 社会福祉法人　天神会 ★障害者支援施設　こうのしま荘 714-0044 笠岡市神島３６２８－３ 0865-67-6111
② ③ ④(着替え、内容に

より要相談)
①

JR山陽本線　笠岡駅よ

り、バス30分、神島荘

前で下車　　または笠

岡駅より徒歩120分

海も山も近く自然がたくさんあります。 障害者施設に興味が有りましたら、応募よろしくお願いしま

す。



【早島町】

47 障害 社会福祉法人　リンク with　ひろば早島 701-0304 都窪郡早島町早島３３６５－２　 関西書芸院　別館１階086-441-6768
① ② ③ ④(メモ帳・筆記

用具)
①

JR瀬戸大橋線　早島駅

よりバス10分、大池で

下車、徒歩5分

又は早島駅より、徒歩

30分

都窪郡早島町で発達に特性のある２歳から小学校３年生までの子どもさんが利用している事業所で

す。子どもさんの得意や好きなことは、伸ばせるように、苦手なことはやってみようと思える工夫を

しながら、自信をもてることを増やしていくことを目標にしています。最寄り駅からの送迎は相談に

応じますので、子どもさんと関わることや療育に関心がある方はお気軽にお問い合わせください。


