
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（備前地域）

※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）

【岡山市】

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　ことぶき会 特別養護老人ホーム　宇甘川荘 709-2136 岡山市北区御津紙工1410番地 086-726-0331 ①②③④（タオル、マスク） ②560円（昼食）

JR津山線　金川駅　電車移

動の場合、金川駅までの送

迎可能です。

若い職員が多く、活気ある職場です。利用者と一緒に過ごして、高齢

者、若者の共生の意義を考えてみませんか？何事もチャレンジです。

2 高齢 社会福祉法人　天摂会 特別養護老人ホーム　多聞荘 709-0873 岡山市東区瀬戸町坂根792-14 086-953-0011 ②③④（動きやすい服装） ②400円
JR山陽本線　瀬戸駅より徒

歩60分
開設して26年を迎えました。外部からの視点を承りたいと思います。

3 障害 社会福祉法人　美土里会 ハローファクトリー 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 ②③ ②660円
障がいを持たれている方と一緒に、仕事（作業）などを中心に活動に参

加して頂けたらと思います。

4 高齢 社会福祉法人　翔洋会 特別養護老人ホーム　富山荘 703-8261 岡山市中区海吉2306-1 086-200-1050
①②③④（着替え【感染予防のた

め】）
②350円

最寄駅からバス約30分　徒

歩10分

コロナ禍なかなか面会、行事もできていなかったですが、入居者様に少

しでも楽しい生活をして頂けるようにチームワークでケアしています。

学生さんが来て頂いて、少しでも喜ぶ笑顔を願っています。受入れ調査

記入しましたが、希望があれば相談下さい。よろしくお願いします。

5 高齢 社会福祉法人　ふれあい福祉会 ハモニカデイサービスセンター 709-0605 岡山市東区浅川520-9 086-297-6637 ②③ ①

山陽本線　上道駅よりバス

15分山の端下車（宇野バ

ス）バス停より徒歩10分

実際に、介護現場を見て、仕事の内容を知り、興味、関心を持って頂

き、将来の選択の幅を拡げて欲しいと思います。複合の施設ですので、

見学もできます。新型コロナウイルスの状況によって、受入れが困難な

場合は連絡させて頂きます。

6 高齢 社会福祉法人　鷲山会
★特別養護老人ホーム　岡山シルバーセン

ター
701-1345 岡山市北区新庄上545-1 086-287-5111 ①②③ ①

吉備線　備中高松駅より徒

歩30分

特別養護老人ホームの仕事は大変なイメージがありますが、苦しい事ば

かりではありません。利用者さんとの関わりを通して、達成感ややりが

いを感じられる事も多いですし、人間的にも成長できる仕事だと思いま

す。実際に仕事の流れやどのような高齢者が生活をされているのか、見

学してもらう事で、介護のやりがいを肌で感じてもらいたいと思いま

す。

7 障害 社会福祉法人　弘徳学園 デイサービスセンター　すまいる 703-8283 岡山市中区赤坂南新町7-9 086-270-6755 ② ①②635円
岡山駅よりバス20分網浜中

下車5分

すまいるへ通所されている利用者の方は、笑顔が素敵な方ばかりです。

私たちは、「今日もすまいるへ来てよかった」「楽しかった」と感じて

もらえるよう、日々の日中支援を模索しています。身体障害、知的障害

を持っており、利用者の方が一人で出来る事は限られる事が多くあるよ

うに思われますが、支援する事によって出来る事が増えていくととも

に、利用者の方の自信に繋がると考えております。彼らを支えるサポー

ターを一人でも多く増やしたいので、是非遊びに来てください。

8 高齢 社会福祉法人　義風会 特別養護老人ホーム　足守荘 701-1464 岡山市北区下足守1898 086-295-1800
①②③④（タオル、マスク、体操着、

筆記用具）
①②350円

JR吉備線（桃太郎線）　足

守駅より徒歩30分

特別養護老人ホーム足守荘は、ご自宅での生活が困難な方へ24時間365

日、安定した生活が出来るようケアワーカーや看護師など専門の職員を

配置しサポートしています。今回は高齢者施設とはどのようなところな

のか？を知れる体験をご用意しています。また、タイミングが合えば

ドッグセラピーなど法人独自で行っているケア方法も体験して頂ければ

と思っていますので、ご興味のある方のお申し込みをお持ちしておりま

す。

9 高齢 社会福祉法人　ももたろう会 特別養護老人ホーム　つしま苑 700-0080 岡山市北区津島福居2-13-17 086-255-9711 ②600円

津山線　法界院駅　バス：

岡山駅西口から岡山理科大

学行き福居2丁目下車徒歩3

分

今後、お年寄りが増えて介護は生活の重要な位置づけとなってきます。

身近にお年寄りがいる方はぜひ一度体験してみてはいかがですか。

★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　泉学園 障がい者デイセンター　さくら 702-8031 岡山市南区福富西1丁目14-29 086-261-0047
②③④（動きやすい服装出来て下さ

い）
①②600円

岡山駅よりバス10分福富2丁

目下車徒歩10分

地域の中で、障がいのある大人の方々の日中活動をサポートさせて頂い

ています！カフェ、お菓子工房、製品加工（軽作業）手芸、創作、余暇

活動など様々な活動を通して、ご利用者の方の生涯の場となるように支

援させて頂いています。ご利用者も職員も笑顔の多い事業所です。是非

一度、さくらの雰囲気を感じに来て頂けたらと思います。

11 高齢 社会福祉法人　まこと会 ★特別養護老人ホーム　きび庭瀬 701-0153 岡山市北区庭瀬1054-3 086-236-6770 ②③④（筆記用具、メモ帳、タオル） ①
山陽本線　庭瀬駅より徒歩

10分

きび庭瀬は少人数の入居者様のお手伝いをするユニット型施設です。介

護の仕事はもちろん、行事への参加等も通じて入居者、利用者と関わり

を持っていただきます。特養での体験はもちろん他事業所の様子も見て

体験して頂きます。また、介護以外の看護、栄養士、相談業務の体験も

し、少しでも福祉の仕事に興味を持って頂きたいと思っています。

12 高齢
社会福祉法人　清桜会特別養護老人

ホームあさひ園
あさひ園通所部 700-0865 岡山市北区旭本町6-20 086-225-1171

①②④（マスク、フェイスシールド、

手袋）
②500円

岡山駅よりバス10分岡南小

学校前下車　岡山駅より徒

歩30分

今年で32年を迎える地域に根ざした老人福祉施設です。特養や在宅サー

ビスの6事業を展開しています。食事にこだわり旬の食材を作っていま

す。　その他の実習生受入の関係で可能日であってもお断りする事があ

るかもしれませんのでご了承ください。

13 高齢 社会福祉法人　藤花会
★特別養護老人ホーム（小規模多機能ホー

ム）せとうちの郷
704-8111 岡山市東区西大寺北966番地 086-942-1220

②③④（実習着として動きやすい服装

に着替えて下さい。筆記用具）
①

赤穂線　西大寺駅より徒歩

10分

こんな体験が出来ます！①認知症の方とコミュニケーション②車いすや

歩行器を使った移動介助③食事形態の違い④レクリエーション⑤どうし

て介護の仕事を選んだのか等職員とのコミュニケーション。藤花会（藤

花会のSDGS）は中高生への福祉教育に注力しており、毎年多くの中学

生、高校生と交流を行っています。新型コロナワクチンを３回接種済み

の方を受入れます。（アレルギー等で未接種の場合を除く）

14 高齢 社会福祉法人　報恩積善会 ★養護老人ホーム　報恩積善会 700-0088 岡山市北区津島笹が瀬9番8号 086-252-0471 ② ①②300円
バス岡山駅より30分岡山商

科大学前下車徒歩5分

法人理念の「和」を大切に人生の最終コーナーを廻っている人たちのよ

き伴走者として入所者と接する事を心掛けています。また、地域に開か

れた施設を目指し、配食、会食サービス、ショートステイ、認知症カ

フェ等の事業展開もしています。施設の様々な行事への参加や入所者と

の交流を図って頂きたいと思います。ボランティアの受け入れもあるの

で、希望の日に沿えないかもしれません。コロナ感染状況で、受入れに

ついて変更の可能性もあります。

15 高齢
社会福祉法人　恩賜財団済生会　支

部岡山県済生会
★特別養護老人ホーム　宇垣荘 709-2121 岡山市北区御津宇垣2069-10 086-724-0707 ② ①

津山線　金川駅より徒歩30

分

ご自宅での生活が困難なお年寄りの日常生活の支援や介護をする施設で

す。皆さんの就業体験をお年寄りも心待ちにしています。

16 障害 社会福祉法人　美土里会 デイハウス　かりん 701-0221 岡山市南区藤田1543 086-296-5050 ②③ ①
障がいを持たれている方と一緒に、色々な活動に参加して頂けたらと思

います。

17 高齢 社会福祉法人　淳風福祉会 特別養護老人ホーム　若宮園 701-0206 岡山市南区箕島3491番地7 086-281-0862 ①②③ ①

宇野瀬戸大橋線　早島駅よ

りコミュニティーバス10分

若宮下車

福祉体験を是非、自然豊かな若宮園で体験してみませんか。

18 高齢 社会福祉法人　淳風福祉会 特別養護老人ホーム　若宮の杜 701-0206 岡山市南区箕島3491番地6 086-281-0862 ①②③ ①

宇野瀬戸大橋線　早島駅よ

りコミュニティーバス10分

若宮下車

ゆったりとした施設です。お年寄りのペースで時間が流れています。一

緒にお話に参加してみませんか。

19 障害 社会福祉法人　ももぞの学園 障害児入所施設　ももぞの学園 701-1461 岡山市北区粟井2789番地 086-299-0622 ②③④（タオル） ①②無料

桃太郎線　足守駅　※足守

駅まで送迎しますのでご安

心下さい。

休日のひと時を、障がいのある子供たちと一緒に楽しく過ごしてみませ

んか。室内や室外で一緒に遊んだり、身体を動かしたり、話をしたり、

昼食を食べたりしながら、子供たちと一緒に楽しく過ごしましょう！お

気軽にお越しください。たくさんの子供たちが笑顔で待っています！！

当施設並びに当法人内において、感染症（新型コロナウイルス含む）等

が発生した場合には、やむを得ず受け入れを中止させて頂く場合があり

ます。ボランティアに来られる日を起算して、2週間前からの検温を含む

体調管理の把握をお願い致します。

20 障害 社会福祉法人　ももぞの学園 障害者支援施設　ももぞの福祉園 701-1461 岡山市北区粟井2778-4 086-299-0630
②③④（作業内容によっては、長靴持

参でお願いします）
②０円

吉備線（桃太郎線）　足守

駅　※バス、徒歩共に困難

であるため、送迎対応可能

です。

自然豊かな環境にある施設です。花苗の栽培や農作業（お米、野菜

等）、昔懐かしいパン菓子等の生産をご利用者の方と一緒に行っていま

す。作業の体験やご利用者の方々と一緒に汗を流しませんか。



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

21 高齢 社会福祉法人　天成会 ぬくもりの里　あおえ 700-0941 岡山市北区青江3-10-28 086-222-8341 ②③ ①②０円

岡山駅よりバス20分日赤病

院前下車　岡山駅より徒歩

50分

介護福祉士、看護師、管理栄養士、作業療法士、歯科衛生士、など様々

な職種のスタッフが働いています。希望に沿ったプラン、福祉の魅力を

体験できます。9、10、11月の（土）については、受入れ不可な日も出

ると思います。事前に連絡を下さい。人数については、ご相談くださ

い。コロナワクチン2回目の接種を受け入れの条件とさせてください。

22 高齢 社会福祉法人　恵風会 特別養護老人ホーム　恵風荘 703-8226 岡山市中区今谷770-1 086-277-0761 ②③④（動きやすい服装） ②500円 JR線　東岡山駅

介護の仕事に興味のある方、お年寄りが好きな方、高齢者施設ってどん

な施設？と疑問に思っている方等々、当施設へ気軽にお越しください。

利用者の皆様が安心して過ごしていただけるように毎日明るく元気に職

員は働いています。そんな明るく元気な職員と一緒に利用者の皆様と身

近に触れ合ってみませんか？介護の仕事は大変ですが「やりがい」や

「楽しさ」等も体験できればと思っています。施設は少し古く、アクセ

スもあまり良いとは言えませんが、皆様の応募お待ちしております。

土、日の受入れが難しい為、8月のみの受入希望とさせて頂きます。

23 高齢 社会福祉法人　昭友会 特別養護老人ホーム　いこいの里 703-8207 岡山市中区祇園541-1 086-275-1100 ②③④（ズボン、ポロシャツ） ①

岡山駅より両備バス脇田入

口下車徒歩1分　宇野バス四

御神行国府市場西下車徒歩

10分

特養29名、短期入居（ショートステイ）10名のご利用者がいらっしゃい

ます。現場を体験して頂き、介護のやりがいや、楽しさ、ふれあいな

ど、感じて頂きたいと思います。

24 障害 社会福祉法人　泉学園 デイセンターなずな 701-2142 岡山市北区玉柏字森木1701-3 086-206-6277 ② ①

JR津山線　玉柏駅よりバス

10分玉柏バス停下車徒歩８

分

重症心身障害の方や車椅子で生活されている方が日中通って来られてい

る事業所です。18才から40才台の方、約20名が、日々スポーツやレク

レーション、音楽など楽しみつつ、持てる力を発揮しながら生活されて

います。

25 高齢 社会福祉法人　正和会 特別養護老人ホーム　けしごの里 704-8176 岡山市東区中川町211-3 086-944-1765 ②③④（介護体験用の服） ②330円
JR赤穂線　大多羅駅より徒

歩17分

施設理念として「愛情あふれるサービスの探求と実践」を掲げ、職員一

同取り組んでおり、尊厳と自立を重視し、敬意を込めたケアの提供をお

こなっています。施設入居者の方が安心して生活できるように、食事、

入浴、排泄等の日常生活における介助、介護業務及び生活リハビリの援

助、レクレーション等の支援を行っています。施設での利用者のご様子

を見て頂き、実際の就業体験を通じて、介護への関心や意欲をお持ちい

ただけたら幸いです。

【玉野市】

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　同仁会 障害者支援施設　のぞみ園 706-0143 玉野市木目1461 0863-71-0110 ②③④（動きやすい服装） ①②570円

JR宇野線　常山駅よりバス

約8分荘内南下車　常山駅よ

り徒歩40分

知的障害のある方々と接したことが無い方は、「どんな人なのだろう」

「受け入れてくれるかな」などいろいろな不安があるかもしれません。

しかし私たちと同じで明るい方やシャイな方等いらっしゃいます。人と

関わる事が好きな方が多いので積極的の関わられる方、いろいろ話すう

ちに打ち解けてくれる方、様々ですが、我々スタッフが間に入り、コ

ミュニケーションが取りやすい様にしっかりとサポートしますので安心

して来園ください。

2 高齢 社会福祉法人　常山福祉会 特別養護老人ホーム　グランデパール 706-0132 玉野市用吉1676-1 0863-73-5020 ②③ ①
JR宇野線　常山駅より徒歩

10～15分

介護はとてもやりがいのある仕事です。やさしく、ていねいに介護の魅

力をお伝えします。楽しい体験となるように努めます。ぜひ、お越しく

ださい。

3 高齢 社会福祉法人　深山会 ★特別養護老人ホーム　いこい荘 706-0151 玉野市長尾1578-2 0863-71-0056 ②④（着替え） ②300円
宇野線　常山駅よりバスい

こい荘前下車

いこい荘は、従来型とユニット型が併設された施設です。それぞれの違

いや、雰囲気を実体験できる施設です。時代の流れと共に介護の魅力に

触れて下さい。新型コロナウイルスの感染症拡大により、状況によって

は受け入れを中止させて頂く場合があります。



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

【備前市】

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　天摂会 盲養護老人ホーム　備前多聞荘 705-0025 備前市鶴海2401 0869-65-8975 ②③ ①②350円

赤穂線　長船駅よりバス15

分鶴山小学校前下車徒歩10

分

県内唯一の視覚障害を持つ方のための養護老人ホームです。視覚障害の

ある方の暮らしを見て、聞いて学べる良い機会になると思います。お待

ちしております！

【瀬戸内市】

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　誠和 特別養護老人ホーム　あじさいのおか牛窓 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜1745番地1 0869-34-6366 ②③④（メモ帳、筆記用具） ①
赤穂線　邑久駅よりバス20

分津行

平成28年度に特別養護老人ホームあじさいのおか牛窓で電子カルテ導入

後、平成30年度には全事業所が電子カルテ化。特別養護老人ホームにお

いては、中四国初のIōT化として、電子カルテ、眠りSCAN、ナースコー

ルが連動し、利用者の皆様の安心した介護と介護職員等の負担軽減など

生産性の向上にいち早く取り組んでいます。

2 高齢 社会福祉法人　藤花会 ★特別養護老人ホーム　せとうち 701-4244 瀬戸内市邑久町福中1180番地 086-942-1220
②③④（実習着として動きやすい服装

に着替えて下さい。筆記用具）
① 赤穂線　大富駅

こんな体験が出来ます！①認知症の方とコミュニケーション②車いすや

歩行器を使った移動介助③食事形態の違い④レクリエーション⑤どうし

て介護の仕事を選んだのか等職員とのコミュニケーション。藤花会（藤

花会のSDGS）は中高生への福祉教育に注力しており、毎年多くの中学

生、高校生と交流を行っています。

3 高齢 社会福祉法人　藤花会
★特別養護老人ホーム 小規模多機能ホーム

せとうち
701-4244 瀬戸内市邑久町福中1180番地 086-942-1220

②③④（実習着として動きやすい服装

に着替えて下さい。筆記用具）
① 赤穂線　大富駅

こんな体験が出来ます！①認知症の方とコミュニケーション②車いすや

歩行器を使った移動介助③食事形態の違い④レクリエーション⑤どうし

て介護の仕事を選んだのか等職員とのコミュニケーション。藤花会（藤

花会のSDGS）は中高生への福祉教育に注力しており、毎年多くの中学

生、高校生と交流を行っています。

【赤磐市】

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　山陽国分寺福祉会 特別養護老人ホーム　山陽寿荘 709-0802 赤磐市桜が丘西9丁目1番1号 086-955-6655 ①②③ ①

山陽本線　瀬戸駅よりバス

30分桜が丘運動公園下車

瀬戸駅より徒歩60分

岡山県赤磐市にある大規模住宅団地（ネオポリス）内を拠点として、ご

利用者の皆様が家族での生活に近い形で安心して暮らす事が出来、充実

した日々が過ごせるよう努めています。福祉に興味がある方、ぜひ参加

してみてください！

2 高齢 社会福祉法人　優風会 デイサービスセンター　さくら木 709-0821 赤磐市河本488-1 086-955-4180 ②③ ①
山陽本線　瀬戸駅よりバス

新道河本下車

定員10名の少人数のデイサービスです。少人数ならではのきめ細かな目

の届きやすいサービスと家庭的な雰囲気を大切にしています。

3 高齢 社会福祉法人　旭水会 特別養護老人ホーム　桃香の里 709-0833 赤磐市熊崎276-1 086-955-9775 ②③④（体操服） ①②410円
山陽本線　瀬戸駅よりバス

10分下市上下車徒歩5分

経験豊富な介護スタッフや、介護の知識を学んで入社した新人スタッフ

が、インターンシップ体験のサポートをさせて頂きます。ご利用者の方

とコミュニケーションをとって頂いたり、食事の配膳、下膳、入浴等の

就業体験をして頂きます。介護や福祉にご興味をお持ちの方、是非ご参

加下さい。感染症の流行している時期には受け入れできない場合もあり

ます。職場に入られる際には、検温、マスクの着用をよろしくお願い致

します。

4 障害 社会福祉法人　泉学園 デイセンターなずな赤磐 701-2222 赤磐市町苅田27番地 086-957-3880
②③④（皆さんと気軽に関われる軽装

で）
②550円

岡山駅から宇野バス60分町

苅田下下車徒歩10分

身体的な障がいがある方（主には重症心身の方）の日中を生き生きと活

動的に楽しく過ごせることを願い支援する事業所です。通ってみえる皆

さんの笑顔に元気を頂けるものと思います。大切な思い出の1つに、また

将来を考える大きな1コマにして頂けたらと思います。事業所への通いが

可能な地元の方の応募をお待ちしております。



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

【和気町】

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　藤の里 社会福祉法人　藤の里 709-0412 和気郡和気町藤野1025-2 0869-93-3898 ②③ ①
山陽本線　和気駅より車で

10分

藤の里では、就労継続支援B型事業所を行い、作業内容はいくつか行って

います。利用者の個々の適性に合った作業を提供し季節に合わせたパ

ン、洋菓子の製造、販売や現在は、コロナ禍によって食堂からテイクア

ウト事業に変更したお弁当製造、販売を行う部署もあります。他、市町

村や企業より委託を受け、野外公園管理、清掃、農福連携事業として作

物の植え付け、草取り、収穫販売やお茶の選別作業、ラベル貼りなど多

岐にわたり事業を行っています。利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営む事が出来る様就労の機会を提供しています。

【吉備中央町】

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 高齢 社会福祉法人　アミカル 特別養護老人ホーム　きびハイツ 709-2344 加賀郡吉備中央町上野1883-5 0866-56-6677

①②③④（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。）

②250円

岡山駅よりバス約1時間（リ

ハビリセンター前【加賀

郡】行）「パナソニック吉

備」下車徒歩約5分

自然豊かな吉備中央町の地で、全室ユニット型個室の介護老人福祉施設

（90床）及び短期入所生活介護事業所（10床）、通所介護事業所（定員

25名）、居宅介護支援事業所を運営しております。地域と密着した様々

な事業を委託し、吉備中央町の高齢者福祉の一助をなればと取り組んで

おります。

2 高齢 社会福祉法人　吉備健生会 ★特別養護老人ホーム　吉備高原賀陽荘 716-1131 加賀郡吉備中央町上竹753番地 0866-54-1290 ①②③ ②500円

JR伯備線　最寄駅から備北

バス30分、吉川行き天神下

下車　最寄駅から徒歩2分

施設が出来て43年になる歴史のある福祉施設です。福利厚生、労働条

件、労働環境には定評があります。職員の平均年齢は47.9歳、平均在職

年数は9.8年となっています。勤務時間は交替制勤務なので残業はほとん

どありません。年間の勤務時間は月平均5回の夜勤で1860時間です。一

般的には1日8時間、245日（年間）勤務した場合1960時間です。勤務時

間はそれよりも短いので安心して働ける職場です。

3 障害
特定非営利活動法人　発達支援ネッ

トワークつむぎ
★つむぎ吉備中央 716-1111 加賀郡吉備中央町田土3109-3 0866-54-0003 ①②③ ①

JR伯備線　木野山駅よりバ

ス38分神原下車　木野山駅

より徒歩3時間6分

発達障害をお持ちのお子さんと、トミカやおままごと等の玩具遊びや園

庭での遊具遊びを一緒に行います。また、療育施設で行っている認知発

達やコミュニケーション向上の支援等、専門的な課題設定やお子さんの

分かりやすい環境設定の様子も身近で感じる事が出来ます。ぜひお子さ

んと楽しく遊びながら、お子さんの頑張りや成長を一緒に共有しません

か？お待ちしております。8/15.16受入不可

4 高齢 社会福祉法人　まこと会 ★特別養護老人ホーム　かもがわ荘 709-2341 加賀郡吉備中央町上加茂517-3 0867-34-0034 ①②③ ①②400円
JR伯備線　備中高梁駅　※

バスない為、荘の迎え

自然に囲まれた施設であり、四季折々のイベントを通じて季節感を味

わっていただけます。施設の理念である傾聴、明朗、挑戦。傾聴につい

ては、一人ひとりの入居者様に指名担当の介護士が付き細やかな気配り

のきいた施設。明朗については、常に笑顔を絶やさず利用者の一人ひと

りとの関わり合いの時間を大切にしています。挑戦については、職員も

向上意欲を持ち積極的に研修にも参加しスキルアップを目指していま

す。沢山の「ありがとう」や笑顔いっぱい溢れるかもがわ荘で一緒に楽

しい時間を過ごしませんか？8月第1週目は、自設で行事行う為受入れ不

可、12月～インフルエンザ流行予想される為受け入れ不可


