
R４年度福祉職場インターンシップ受入協力事業所名簿　※受入可能日については別紙参照

福祉職場インターンシップ受入施設（備中地域）

※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 受入可能施設名 郵便番号 住所 TEL 持ち物 食事 アクセス 施設PR

1 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
①②③④（筆記用具、タオル、帽子、

その他必要な物）
①

最寄り駅：中庄駅からバス

10分、備中庄から徒歩20分

くらい。中庄駅から徒歩40

分。

かわいい子供たちと、いろんな遊びをして関わりませんか？生活の介助

や、遊びの手伝いを通して、子供たちへの理解や対応を一緒に考えてい

けると思います。お待ちしています！！

2 障害 社会福祉法人　くるみ ワークハウス　くるみ 701-0104 倉敷市山地1977 086-463-3556
①②③④（ハンカチ、マスク、タオル

等必要な物）

①②どちらでも

可です。②175

円

最寄り駅：山陽本線中庄駅

車で約10分

山の中にある小さな事業所ですが、毎日障がいのある人たちと一緒にお

仕事をしたり、楽しくレクリエーションをしたりして過ごしています。

人数もそう多くなく、家庭的な雰囲気の中でわきあいあいと活動してい

ます。よかったらぜひ来てみてくださいね！！ 人数や日程など、それぞ

れの都合に合わせて相談に応じます。11/3・11/23の祝日も対応可能で

す。

3 高齢 社会福祉法人　温故知新会
地域密着型特別養護老人ホーム　ひかりの

里
713-8113 倉敷市玉島八島70番地1 086-523-2727 ②③ ①②300円

山陽本線　新倉敷駅より徒

歩15分

同一敷地内に、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能ホーム、

定期巡回ヘルパーステーション、有料老人ホームの4種類の事業所があ

り、幅広く介護のお仕事に触れることが可能です。ご興味がありました

ら、お気軽にお問い合わせ下さい。

4 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 ②④（筆記用具） ②0円

倉敷駅より水島臨海鉄道

西富井駅8分　倉敷駅よりバ

ス12分穴場神社前下車　徒

歩（鉄道）西富井駅より10

分　（バス）穴場神社前よ

り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。コロナウイルス感染症の状況によりますが、有意義な

インターシップとなりますよう、様々な内容で皆さんをお待ちしていま

す。福祉、介護のお仕事、その魅力について、興味ある方はぜひご参加

下さい！

5 障害 社会福祉法人　めやす箱 ★オープン・セサミ 710-0801 倉敷市酒津2512-3 086-441-6552 ②③ ②400円
山陽本線　倉敷駅より徒歩

20分

当事業所では、障がいを持った方々に対し、働く場（作業）と訓練の

サービスを提供しています。法人理念に掲げているナンバーワンの福祉

サービスを目指すべく、職員皆向上心を持って仕事と向き合っていま

す。上手くいかないことや思い悩むこともありますが、利用者の方々の

成長や頑張る姿に励まされ、職員同士支え合って働いています。日々変

化しやりがいある仕事、魅力ある職場です。皆さんとお会いできる日を

楽しみにしています！

6 障害 社会福祉法人　王慈福祉会 ★エンゼル 711-0906 倉敷市児島下之町2-12-24 086-474-9911 ②③ ②346円

瀬戸大橋線　上の町駅より

バス10分王慈園前下車　上

の町駅より徒歩25分

エンゼルは障がいを持たれている18歳～64歳までの方が日中利用されて

いる場所になります。1日を通してコミュニケーションや行事へ参加して

頂き一緒に賑やかに楽しく過ごしましょう。8月の第1.第2週はプール遊

び（水遊び）を行っていますので着替えの用意をお願いします。

7 障害 社会福祉法人　クムレ ★きらり水島 712-8062 倉敷市水島北幸町2-3 086-446-2311 ①②③ ①
水島臨海鉄道線　栄駅より

徒歩10分

子供と関わるのが好きな方や、障がいのある子どもの支援に興味がある

方など、ぜひお待ちしています。

8 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 ②0円 JR線　新倉敷駅

当施設は、倉敷市連島町の地域密着型特別養護老人ホームめばえです。

地域からはめばえ保育園として親しまれる社会福祉法人で、園児との交

流も盛んです。倉敷市唯一の木造平屋建て地域密着型特養（29床）で、

各ユニットに夜勤者を配置する本格的ユニットケアを実践しています。

遠方の方には、新倉敷駅まで車で送迎に上がります。ぜひこの機会に地

域密着型特別養護老人ホームめばえを知って下さい！

9 障害 社会福祉法人　クムレ ★きらり中庄 701-0113 倉敷市栗坂8番地 086-464-0004 ④（着替え、弁当） ①

山陽本線・伯備線　中庄駅

よりバス20分備中庄下車

中庄駅から徒歩40分

主に発達に何らかの障がいがある未就学のお子さんがご利用されていま

す。子供達はとても元気いっぱいに過ごしているので、子供達とたくさ

ん遊んで頂ければと思います。

★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。



R４年度福祉職場インターンシップ受入協力事業所名簿　※受入可能日については別紙参照

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

10 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

③④（スリッパがあれば持ってきてく

ださい。無ければ無くても大丈夫で

す。）

①
山陽本線　西阿知駅より徒

歩15分

”めやすばこ・きっず“は、倉敷市中島にある就学前（2才～5才）のお子

様を支援する療育機関です。学生の皆さんが、将来どのような仕事をし

たいか、興味があるかに、ここでの経験が少しでも役に立って下されば

と思います。福祉の仕事の楽しさ、奥深さに触れてみて下さい。ご希

望、お待ちしています。8月17～19日も、2名受け入れ可能です。

11 障害 社会福祉法人　めやす箱 ★就労支援　はれる 710-0022 倉敷市早高568-1 086-441-1911 ②③ ②（370円）
JR瀬戸大橋線　久々原駅よ

り徒歩20分

就労に向けての知識、能力向上の訓練や、就労の機会、作業活動の機会

をご提供させて頂いています。作業内容を見て頂き、就労支援を知って

いただきたいと思います。8/11・15はお休みとなっています。

12 障害 社会福祉法人　リンク withひろば真備 710-1302 倉敷市真備町服部1895番 086-441-7801 ①②③④（メモ帳、筆記用具） ①
井原線　吉備真備駅より徒

歩20分

発達に特性のある2～6歳までの子供さんが、幼稚園や、保育園に通いな

がら、週1～2回ご利用して下さっています。子供さん1人ひとりの得意な

ことや好きな事を見つけながら、それを活かして苦手の事にも挑戦でき

るように工夫しています。子供さんが好きな方は、ぜひ参加してみて下

さい。

13 障害 社会福祉法人　リンク 生活介護事業所えん 710-1312 倉敷市真備町辻田594-1 086-697-5351 ②④（筆記用具） ②650円
伯備線　清音駅より徒歩15

分

倉敷市真備町で18歳から65歳までの障がいのある方が利用している事業

所です。知的の障がい、身体の障がい等の様々な方が自分で出来る事を

少しずつ増やすことを目標にしています。障がいについては分からな

い、不安だと思われるかもしれませんが、心配はいりません。2日もしく

は3日間のインターンシップだけでも、不安が払拭され、就職に向けての

貴重な体験が出来ると思います。最寄りの駅からの送迎は相談に応じま

すので、ぜひお会いできるのを楽しみにしています。

14 障害 社会福祉法人　　クムレ ★きらり玉島 713-8103 倉敷市玉島乙島5796-53 086-476-5515 ①②③④（タオル等） ①②480円
山陽本線　新倉敷駅より徒

歩30分

発達に何らかの遅れやつまずきのあるお子さん（幼児）を対象に支援し

ています。

15 高齢 社会福祉法人　和福祉会 ★特別養護老人ホーム　庄の里 701-0104 倉敷市山地1297番地 086-461-0033
②③④（着替え（現場で動きやすい

服））
①

山陽本線　中庄駅より車10

分

特別養護老人ホームをはじめショートステイ、デイサービスセンターや

居宅介護支援事業所など、幅広い複合型の介護サービスを展開していま

す。庄の里は、スタッフの関係が良好で明るい雰囲気がいちばんの自慢

です。若いスタッフが非常に多く、明るい外国人スタッフも多数在籍し

ておりバラエティに富んでいます！最新のシステムや介護ロボットの体

験もできますので、ぜひお越しください！

16 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（本館） 710-0051 倉敷市幸町8-27 086-427-7627 ①②③④（筆記用具） ②300円

山陽本線　倉敷駅よりバス

15分南幸町しげい病院前下

車徒歩20分

当施設は、従来型（ショートステイ含む）63名ユニット型30名の入居者

を対象とした特別養護老人ホームとして運営しております。敷地内にク

リニックも併設しており、チームケア、医療、介護の連携を念頭に日々

のケアに従事しています。入居者のニーズはもちろん、“その人がその人

らしく”生活できる環境を目指しています。是非、体験してみませんか？

17 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（新館） 710-0051 倉敷市幸町8-27 086-427-7627 ①②③④（筆記用具） ②300円

山陽本線　倉敷駅よりバス

15分南幸町しげい病院前下

車徒歩20分

当施設は、従来型（ショートステイ含む）63名ユニット型30名の入居者

を対象とした特別養護老人ホームとして運営しております。敷地内にク

リニックも併設しており、チームケア、医療、介護の連携を念頭に日々

のケアに従事しています。入居者のニーズはもちろん、“その人がその人

らしく”生活できる環境を目指しています。是非、体験してみませんか？

18 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、帽子） ②400円
伯備線、山陽本線　倉敷駅

より徒歩約20分

くらイフの利用者様は人懐っこくコミュニケーションの取りやすい方も

多いです。体力や力のいる作業（屋内外）もあれば、アクセサリー作り

のように繊細さが求められる作業もあります。作業内容に性別が関係す

る事はなく、ご本人の能力に合わせて取り組んでいます。利用者様と一

緒に作業をして頂く事で、就労支援B型がどういったところなのか、利用

者様はどのようにお仕事と向き合っているのかを知って頂けたらと思っ

ています。笑い声のよく聞こえる明るく楽しい事業所なので、ぜひお越

しください。8月12日、15日は閉所（休）



R４年度福祉職場インターンシップ受入協力事業所名簿　※受入可能日については別紙参照

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

19 障害 社会福祉法人　めやす箱 ★児童発達支援センター　めやすばこ 710-0807 倉敷市西阿知町988-3 086-441-3416 ②250円
山陽本線　西阿知駅より徒

歩5分

発達に関して何らかの課題がある幼児期の子ども達が毎日通うセンター

です。電車が通るのを見たり、園庭で遊んだりなど外での活動も盛り沢

山でのびのびと過ごしています。また、食育や機能訓練など保育以外の

成長もサポートしており、いろいろな方面から支援しています。障害を

お持ちのお子さんと関わる事で福祉の仕事に興味を持って頂けたらと思

います。明るく賑やか子ども達と職員がお待ちしてます。

20 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2003-23 080-3307-4112 ①②400円
瀬戸大橋線、宇野線　茶屋

町駅より徒歩15分

事業所名のとおり、ご利用者、職員ともに笑顔の絶えない事業所で

す！！！　受け入れ日数についてですが、各週２日までとさせてくださ

い。

21 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番地18 086-470-4848 ②③ ①②313円

JR瀬戸大橋線　児島駅より

バス15分三百山入口（下津

井循環線とこはい号）下車

徒歩10分

特養しおかぜでは、「笑顔をつくる」を基本方針に掲げ、どんな時も利

用者様に寄り添い、利用者様、ご家族、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

して、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。

22 高齢 社会福祉法人　創心福祉会
地域密着型特別養護老人ホーム　くらしき

日和平田
710-0003 倉敷市平田855 086-430-4500 ②③ ①②400円

中庄駅、倉敷駅　山陽本線

、伯備線　最寄り駅よりバ

ス10分平田東下車徒歩20分

地域密着型、ユニット型ですので、小規模でご利用者様との距離も近く

関われますので、高齢者、障害者の方々としっかりお話ししたり、お手

伝いする体験が出来ます。今後の福祉の業界の事を考えて取り組んでい

る事業所です。

23 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
①②③④（活動しやすい服装、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

徒歩約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。様々な事情を抱えて入所された方々の支

援は、介護だけではなく、多様な手段によって行われています。介護と

いう側面だけではない、高齢者の支援を肌で感じて頂ける良い機会で

す。是非ご検討ください。

24 高齢 社会福祉法人 幸風会 シルバーセンター　後楽 710-1301 倉敷市真備町箭田2159 086-698-7788 ②③ ①
井原線　吉備真備駅より徒

歩25分

ご利用者の笑顔あふれる施設です。介護の面白さ楽しさ、やりがいなど

少しでも感じて頂けたらと思います！！日曜日は受け入れできかねま

す。

25 高齢 社会福祉法人　まごころ 特別養護老人ホーム　まごころの里備中 716-0064 高梁市落合町福地394 0866-42-5600 ② ①

伯備線　備中高梁駅よりバ

ス10分備北バス日名口下車

備中高梁駅より徒歩1時間24

分

インターンシップを通して学生の皆様に福祉の職場を体験して頂き、将

来自分の仕事の選択の1つになれば良いと考えています。体験を通して仕

事のやりがい、面白さ、難しさを学んで頂き、慢性的な人手不足が続く

介護業界に一人でも多く若い力を受け入れていきたいと思っています。

26 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
②③④（動きやすい服装（汚れても良

いもの）、帽子、タオル）
①

JR山陽本線　中庄駅より徒

歩65分

あしたばは知的障がいのある成人40名が暮らす入所施設です。障がい者

と関わったことがない方も安心してください。未経験、異業種から働い

ている職員も多いです。入所施設は日中の活動（散歩や音楽遊びなど）

に加えて、整容、掃除、入浴、余暇活動と生活全般の支援を行ってお

り、何かしら自分の特技を活かせる場面があります！少しでも興味のあ

る方は、ぜひ「あしたば」に来てください！

27 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 ②③ ②400円

JR山陽本線　新倉敷駅より

バス21分外浜（あだはま）

下車徒歩3分

はじめの一歩。を踏み出しやすい体験プログラムです。学科を問わず応

募可能です。「高齢者とのコミュニケーション」に加え、与えられた

Missionクリアを目指していただきます。体験によって得られる事、立場

や年齢など異なる他者とのコミュニケーションをとる力、新しいアイ

ディアや価値観につながる気付き、課題の解決に向けたプロセスを明ら

かにして準備する力。

28 高齢 社会福祉法人　松園福祉会 ★特別養護老人ホーム　あすなろ園 713-8125 倉敷市玉島勇崎1044 086-528-3110 ②③ ②400円

JR山陽本線　新倉敷駅より

バス21分外浜（あだはま）

下車徒歩3分

はじめの一歩。を踏み出しやすい体験プログラムです。学科を問わず応

募可能です。「高齢者とのコミュニケーション」に加え、与えられた

Missionクリアを目指していただきます。体験によって得られる事、立場

や年齢など異なる他者とのコミュニケーションをとる力、新しいアイ

ディアや価値観につながる気付き、課題の解決に向けたプロセスを明ら

かにして準備する力。



R４年度福祉職場インターンシップ受入協力事業所名簿　※受入可能日については別紙参照

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

29 高齢 社会福祉法人　松園福祉会 ★あすなろ園デイサービスセンター 713-8125 倉敷市玉島勇崎1044 086-528-3110 ②③ ②400円

JR山陽本線　新倉敷駅より

バス21分外浜（あだはま）

下車徒歩3分

はじめの一歩。を踏み出しやすい体験プログラムです。学科を問わず応

募可能です。「高齢者とのコミュニケーション」に加え、与えられた

Missionクリアを目指していただきます。体験によって得られる事、立場

や年齢など異なる他者とのコミュニケーションをとる力、新しいアイ

ディアや価値観につながる気付き、課題の解決に向けたプロセスを明ら

かにして準備する力。

30 高齢 社会福祉法人　郁青会 サンバードナーシングホーム 710-0133 倉敷市藤戸町藤戸1585-1 086-429-0018 ①②③ ②340円 JR瀬戸大橋線　植松駅

①医療法人＆社会福祉法人　安定した経営と規模の大きさ（配置転換可

能）②資格取得支援制度充実③有給取得平均6～7日、年間平均休日113

日④E・ラーニング動画研修導入中⑤ブログ公開中

31 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 ②③ ①②400円
山陽本線　倉敷駅より徒歩

15分

法人理念でする「利用者主体のニーズの追求」の基、利用者個々の特性

に応じた支援を行っています。

32 障害
社会福祉法人　倉敷市総合福祉事業

団
倉敷市ふじ園 710-0031 倉敷市有城710番地 086-429-1393 ③④（作業しやすい服装） ①

山陽本線か伯備線　倉敷駅

よりバス20分倉敷市ふじ

園、倉敷児童館前

自立した日常生活が困難な方に、日常生活を営むために必要な自立訓練

（生活訓練）を行うとともに、就労を希望される方に、就労に必要な知

識や能力の向上の支援（就労移行支援）を行っています。

33 高齢 社会福祉法人　淳邦会 特別養護老人ホーム　のぞみ荘 712-8041 倉敷市福田町福田234-1 086-450-1188 ②③ ①
水島臨海鉄道線　浦田駅よ

り徒歩30分

介護は今後ますます必要となる仕事です。参加された方には介護の仕事

の説明と見学を行った後、利用者と交流を行っていただきます。特別養

護老人ホームには、介護福祉士だけでなく、多くの専門職が働いていま

す。実際の介護現場で体験する事で得られる事もあると思います。参加

をお待ちしています。　コロナウイルスワクチン2回以上接種された方に

限らせて頂きます。

34 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（保育用エプロンがあれば持参くだ

さい。無くても大丈夫です）②③
①

臨海鉄道線　西富井駅より

徒歩15分

未就学の何らかの障がいを持ったお子さんを対象にした療育事業所で

す。ご家庭や園等での生活がより過ごしやすくなるように、個別療育、

集団療育などを通じて認知、コミュニケーションの成長を促すお手伝い

をさせて頂いています。8/11、12は閉所の為不可

【総社市】

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

1 高齢 社会福祉法人　経山会 養護老人ホーム　総社市清粱園 719-1324 総社市原2267番地 0866-99-0007 ①②③④（マスク、アイガード） ①
伯備線　美袋駅より徒歩20

分

養護老人ホームは、身体的または精神的な理由で一人暮らしが難しい高

齢者の入所施設です。施設では入所者の自立を支援し、楽しく暮らして

いただく為に、職員一丸となって日々努力しています。高校生の皆様

が、高齢者福祉の入り口として職場体験する事は貴重な経験となると思

います。是非、職員一同お待ちしています。

2 障害 社会福祉法人　リンク 就労継続支援B型事業所まーる 719-1156 総社市門田2944 0866-95-2285 ①②④（バンダナもしくは帽子） ②420円現金要
桃太郎線・伯備線　総社駅

より徒歩5分

日々真面目に取り組んでいただいておりますが、楽しい雰囲気で作業が

出来る様、日々心掛けています。コーヒーやその他商品の販売を通じて

人とのつながりや自分で作った商品を売る喜びを一緒になって感じて頂

けたらと思います。



R４年度福祉職場インターンシップ受入協力事業所名簿　※受入可能日については別紙参照

【高梁市】

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

1 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番地1 0866-56-0011 ①②③④（筆記用具） ①

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。いつも子供たちの元気な声と笑顔が溢れ、ス

タッフ一同、子供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、子供

が大好きな方大歓迎です。子供達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。　※基本的に夏休

みでお願いしたいです。8/15.16受入不可

2 障害 社会福祉法人　旭川荘　 松山ワークセンター 716-0061 高梁市落合町阿部2531-11 0866-22-7101 ①②③ ②500円程度

伯備線　高梁駅よりバス10

分たかはし松風寮前下車徒

歩3分　※土、日、祝はとま

りません。その際は、井谷

徒歩15分

ご利用者の方々が日々、就労に向けて作業に取り組んでいます。障害を

持たれている方の働く姿を、一緒に取り組みながら感じて欲しいです。

楽しさ度、笑顔度があがるよう日々支援していますので、ぜひお越しく

ださい。

【笠岡市】

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

1 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番地3 0865-67-6111 ②③④（着替え、内容により要相談） ①
山陽本線　笠岡駅よりバス

30分　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ありました

ら、応募よろしくお願いします。

2 障害 社会福祉法人　敬業会 ヴィレッジ興産 714-0005 笠岡市新賀1008-3 0865-65-1056 ①②③④（帽子・タオル） ②380円
山陽本線　笠岡駅よりバス

16分新山下車徒歩27分

ヴィレッジ興産は、多機能型作業所で就労継続支援Ａ型とB型を運営し

10年が経ちました。Ａ型は、ハムやソーセージなどの加工を中心に、委

託先の掃除などを行っており、B型は、花、野菜苗、果樹の栽培、販売し

ております。土地が広く自然豊かな地で、四季折々の季節を感じながら

のびのびと作業できるそんな場所です。体験お待ちしております。

3 障害
社会福祉法人　笠岡市社会福祉事業

会
障害者支援施設　笠岡学園 714-0057 笠岡市金浦754-1 0865-66-0866 ②③ ①②610円

山陽本線　笠岡駅よりバス

新川下車徒歩5分

色々な障害を持っている利用者の方と生活や活動を共にし、関わりの中

で、一人ひとりの個性を知って頂ければと思います。

4 障害
社会福祉法人　笠岡市社会福祉事業

会

児童発達支援センター子ども療育センター

笠岡学園
714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 ②③④（昼食、動きやすい服で） ①

山陽本線　笠岡駅よりバス

10分新川下車徒歩5分

子ども療育センター笠岡学園は、小学校に入学する前の、発達に課題の

あるお子さんが、毎日通ってきています。個々の発達の状態や障害特性

に応じて、日常生活や集団生活をご本人やご家族が楽しくスムーズに送

れるよう、遊びや活動を通して支援しています。子供たちの気持ちを受

けとめたり、楽しい事、好きな事を一緒にして下さる方の存在はとても

ありがたいです。8月12、15、16日は×

【新見市】

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

1 高齢 社会福祉法人　愛誠会 ★特別養護老人ホーム　唐松荘 718-0012 新見市唐松1749-2 0867-76-1000
①②③④（バンダナ又は三角巾、メ

モ、筆記用具）
②500円

伯備線　石蟹駅よりバス10

分宮ノ前下車　石蟹駅より

徒歩50分

家庭的な明るく、ゆったりとした雰囲気の中で、お年寄りのペースに合

わせて、職員も一緒に会話や活動を楽しみながら過ごしています。笑顔

で楽しい介護の仕事を知って頂けると思います。

【早島町】

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

1 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　関西音芸院別館1

階
086-441-6768 ①②③④（メモ帳、筆記用具） ①

JR瀬戸大橋線宇野線　早島

駅よりバス13分大池下車徒

歩20分

2才児から小学校3年生までのお子さんが通っています。お子さんがそれ

ぞれのねらいに合わせて、スモールステップで必要な力の獲得を目指し

ています。「できた！」の経験につながるツールや環境を作ったり、子

供たちの得意なところを活かしたりしています。お子さんと遊ぶ事や療

育に関心がある方は、お気軽にお問い合わせください。


