
「体験コース」募集一覧表 

コース 

Ｎｏ 体験先  
募集対象 
※「以上」の
場合は大学
生・社会人可  

定

員  期 間 活動内容  昼食  
その他の

条件  

活動先 
オリエン 

テーション  

応募されるみなさんへ

メッセージ 

◆高齢者とのふれあい   

１ 松寿苑 
田野町 TEL43-1123

中学生 
以上 ２ ８/１（水）～３（金） 

ご利用者とのふれあいや、高齢者
福祉施設の仕事体験。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

あなたのチャレンジを応援し
ます！ 

２ 第２松寿苑 
田野町 TEL43-1123     

中学生 
以上 ２ ８/１（水）～３（金） 

ご利用者とのふれあいや、高齢者
福祉施設の仕事体験。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

あなたのチャレンジを応援し
ます！ 

３ 高齢者支援センター松寿苑 
八津合町 TEL54-9030

中学生 
以上 ２ 

８/１（水）～２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、日曜日以外） 

高齢者の方々とのふれあい。 
（その他、相談に応じます。） 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

楽しいひとときを高齢者の方々と共に
過ごし、長年培ってこられた知恵や力
を感じてください。 

４ 
小規模特養 おかやす 

場所：岡安町 

連絡先：田野町 TEL43-1123

中学生 
以上 ２ ８/１（水）～３（金） 

ご利用者とのふれあいや、高齢者
福祉施設の仕事体験。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

あなたのチャレンジを応援し
ます！ 

５ 老人保健施設 あやべ 
小畑町 TEL48-0186

中学生 
高校生 ３ ８/７（火）～９（木） 

利用者様との交流。 
食事準備の手伝い。 
レクリエーション補助。 

施設で用意

（無料） 
 

体験日初日に施
設にて実施 

次世代を担う皆さん、自分の目で
高齢者福祉の現場を見てみません
か？ 

６ 老人保健施設 あやべ 
小畑町 TEL48-0186

中学生 
高校生 ３ ８/１４（火）～１６（木） 

利用者様との交流。 
食事準備の手伝い。 
レクリエーション補助。 

施設で用意

（無料） 
 

体験日初日に施
設にて実施 

次世代を担う皆さん、自分の目で
高齢者福祉の現場を見てみません
か？ 

７ ニチイケアセンター綾部 
青野町 TEL40-1405        

中学生 
以上 ２ ８/６（月）～８（水） 

ご利用者様との交流。お茶・食事
の配膳・下膳等。レクリエーショ
ンの補助。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

おじいさん、おばあさんとふれあ
い、良い経験をしてください。 

８ 
ニチイケアセンター綾部 

青野町 TEL40-1405 

中学生 
以上 ２ ８/９（木）～１１（土） 

ご利用者様との交流。お茶・食事
の配膳・下膳等。レクリエーショ
ンの補助。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

おじいさん、おばあさんとふれあ
い、良い経験をしてください。 

９ 
ニチイケアセンターゆらの里 

豊里町 TEL47-5002 
中学生 ２ ８/１（水）～３（金） 

入居者様とコミュニケーション
（折り紙、ぬり絵など）、レクリ
エーション参加（歌、体操など） 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

入居者様にとってはお孫、ひ孫の
年齢である若い元気明るさを発揮
していただきたい。学べることは
多いと思います。 

１０ 
ニチイケアセンターゆらの里 

豊里町 TEL47-5002 
中学生 ２ ８/７（火）～９（木） 

入居者様とコミュニケーション
（折り紙、ぬり絵など）、レクリ
エーション参加（歌、体操など） 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

入居者様にとってはお孫、ひ孫の
年齢である若い元気明るさを発揮
していただきたい。学べることは
多いと思います。 

１１ ミストラルとよさと 
栗町 TEL47-5100

中学生 
高校生 ２ 

８/６（月）～１１（土）

１６（木）１７（金） 

１８（土）２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、初日は土・日曜日以外） 

グループホーム（認知症対応型共
同生活介護）グループデイ（認知
症対応型通所介護）にて、お年寄
りの方とゆっくりふれあう。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

認知症という病気をかかえておられて
もその人らしくなじみの地域で生活で
きるよう支援させていただいていま
す。笑顔いっぱいの施設で、明るいス
タッフ、やさしい利用者様とゆっくり
過ごしてください。 

１２ どんぐりの家 
里町 TEL42-6957

中学生 
以上 ２ 

８/１（水）～２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、8/13、14、日曜日以
外） 

食事の配膳、食事介助、利用者の
方々との話し相手、レクリエー
ション活動の補助、施設内清掃
等。 

施設で用意

（無料） 
 

体験日初日に施
設にて実施 

ボランティア活動を通じて、
対、人との交流を深めましょ
う！ 

１３ 清山荘 
里町 TEL42-4601

中学生 
高校生 ５ ８/６（月）～８（水） 

高齢者と共に各クラブやイベント
等の体験を行う。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

元気な高齢者の方々と一緒に学ん
で、年を取っていく事と健康につ
いて考えてください。 

１４ 社協の家つどい 
中山町 TEL44-0396

中学生 
以上 ３ 

８/１（水）～２０(月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、日曜日以外） 

利用者さまとのふれあい。レクリ
エーションやリハビリを一緒に
行ったり、介護のお手伝い等。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

良い経験になると思います。つど
いで利用者様と楽しく交流してく
ださいね。 

１５ 社協の家なごみ 
志賀郷町 TEL49-5035

中学生 
以上 ２ 

８/１（水）～２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、日曜日以外） 

利用者様との交流。 
レクリエーションの補助など。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

利用者様とふれあう中でデイサー
ビスの魅力を見つけていただきた
いと思います。一緒に楽しい時を
過ごしましょう。 

１６  綾部さくらホーム 
高津町 TEL40-1066

中学生 
高校生 ２ 

８/１（水）～１０（金） 
のうち３日間を自分で設定 

ご利用者とのふれあい。 
介護やレクリエーションの補助、
見学。 

１食につき 
３００円必要 
または弁当持参 

 
体験日初日に施
設にて実施 

明るく楽しい施設作りに努めてい
ます。福祉に関心のある方はぜ
ひ！！ 

１７ 綾部はなみずき 
高津町 TEL40-1300

中学生 
高校生 ２ ８/８（水）～１０（金） 

ご利用者様との交流、レクリエー
ションや簡単な清掃など。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

高齢者のために“何か”ができる
喜びを感じてみませんか？ 

１８ 
岡町 TEL40-5515

中学生 
高校生 ２ 

８/１（水）～９（木）、 
１３（月）～２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、土・日曜日以外） 

ご利用者様とのふれあい、介護業
務の手伝い。 

１食につき 
３００円必要 
または弁当持参 

 
体験日初日に施
設にて実施 ひと夏の思い出に。 

１９ ふきのとうデイサービスセンターみかた 

味方町 TEL43-3288
中学生 
高校生 ２ 

８/１（水）～２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、8/14～16、土・
日曜日以外） 

デイサービスでのご利用者様との
ふれあい・交流。レクリエーショ
ンの補助。 

１食につき 

３００円必要 
 

体験日までに施
設に訪問し、随
時行う(要連絡) 

ご利用者様が楽しんで来ていただ
ける場所でありたいと思っていま
す。ご利用者様と一緒に楽しんで
ください。 

２０ あやべ協立診療所 通所介護 
駅前通 TEL42-6119

中学生 
高校生 ２ 

８/６（月）～１０（金） 
のうち３日間を自分で設定 

利用者の方々との交流。 弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

利用者の方々と創作活動などを通
して交流しませんか？ 

２１ 活き活きクラブ 
広小路 TEL40-2310

中学生 
高校生 ２ ８/８（水）～１０（金） 

利用者の方とのコミュニケーショ
ン。お茶出し。 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

高齢者の方々とのふれあいなどに
興味のある方お待ちしています。 

２２ デイサービス プラトーあやべ 
高津町 TEL45-3297

高校生 ２ 
８/６（月）７（火） 

９（木） 
ご利用者様とのふれあい。一緒に
体操をしたり、機能訓練の補助等 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

おじいさん、おばあさんと一緒に
楽しく体操しましょう。 

２３ 通所介護事業所 リリ・ピアサ
井倉町 TEL43-3339

中学生 
以上 ２ 

８/１（水）～１７（金） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、8/15、土・日曜以外） 

利用者様とのコミュニケーショ
ン・運動 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

元気いっぱい、一緒に活動しま
しょう。 

２４ いこいの村梅の木寮 
十倉名畑町 TEL46-0101

中学生 
以上 ２ 

８/１（水）～２０（月） 
のうち３日間を自分で設定 
（土・日・祝日も可能） 

ご利用者の方とふれあい、レクリ
エーションやお茶の準備など介護
のお手伝い。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

高齢の方々と交流を深め、介護の
仕事の体験をしてみませんか？手
話に興味がある方は、ぜひお待ち
しています。 

２５ 
いこいの村 

綾部東部デイサービスセンター 

十倉名畑町 TEL46-0155

中学生 
以上 ３ 

８/１（水）～１８（土） 
のうち３日間を自分で設定 
（ただし、日曜日以外） 

ご利用者（高齢者）とのふれあ
い、交流。一緒にレクリエーショ
ンをして、共に楽しめる雰囲気づ
くり等。(直接的な介護はしません) 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

高齢者の方々と交流を通じ、楽し
い時間を一緒に作りましょう！ 

ちょこっと用語解説               
      
        【デイサービス】とは、施設に入所せず、昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスのこと。施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練やレクリエーション 
          
         などを提供します。 
 
        【特別養護老人ホーム】とは、身体上または精神上著しい障害により、常に介護が必要な状態で、居宅において適切な介護を受けることが困難な方が入所する施設です。 
 
        【介護老人保健施設】とは、療養上のケアを行い、リハビリなどの機能訓練を通して家庭での生活に戻れるように自立復帰を目指しています。 
 
        【グループホーム】とは、認知症の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱えた高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら1ユニット（5～9人）で共同生活する施設です。 

施設ごとに、参加できる「学年」「条件」が異なりますので、ご確認ください。 

  （注）「検便」（有料）が必要な施設があります。 

サマボラのためのボランティア事前講座・・・７月２３日（月）または２４日（火） 

ふりかえりの会・・・８月２２日（水） 



コース 

Ｎｏ 体験先  
募集対象 
※「以上」の
場合は大学
生・社会人可  

定

員  期 間 活動内容  昼食  
その他の

条件  

活動先 
オリエン 

テーション  

応募されるみなさんへ

メッセージ 

◆障がいのある方とのふれあい       

２６ いこいの村栗の木寮 
十倉名畑町 TEL46-0102

中学生 
以上 ２ ８/１（水）～３（金） 

農業・リサイクル作業、創作活
動。 弁当持参  

体験日までに施
設に訪問し、随
時行う(要連絡) 

当障害者支援施設は、主に聴覚障
害重複の方が中心ですが、身ぶ
り、イラスト、簡単な手話での交
流を深めましょう。 

２７ いこいの村栗の木寮 
十倉名畑町 TEL46-0102

中学生 
以上 ２ ８/１４（火）～１６（木） 

農業・リサイクル作業、創作活
動。 弁当持参  

体験日までに施
設に訪問し、随
時行う(要連絡) 

当障害者支援施設は、主に聴覚障
害重複の方が中心ですが、身ぶ
り、イラスト、簡単な手話での交
流を深めましょう。 

２８ いかるがの郷 
味方町 TEL40-5388  

中学生 
以上 ２ ８/１（水）～３（金） 

印刷作業等、障害のある人たちと
の作業を通じてのふれあい。社会
に貢献する活動の体験、車イス体
験など。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

印刷などの作業を通じて、仕事の楽し
さ、おもしろさに気づくことができま
す。障害のある人たちは、みなさんと
のふれあいが、励みになります。どう
ぞお越しください。 

２９ あやべ作業所 
物部町 TEL49-0434

中学生 
以上 ２ ８/６（月）～８（水） 

醤油づくり、製菓等の作業や、車
いすの介助、レクリエーション等 

１食につき 

２９０円必要 

または弁当持参 

 
体験日初日に施
設にて実施 

利用者の方との出会いを大切にし
て３日間共に活動し、色々と体験
してください。 

３０ ともの家 
井倉新町 TEL42-1239

高校生 ２ ８/６（月）～８（水） 
ご利用者と共に公共の施設や老人
ホーム等の清掃作業。 

１食につき 

２７０円必要 

または弁当持参 

 
体験日初日に施
設にて実施 

ご利用者とのふれあいや清掃作業
を通じてご利用者の仕事のあり方
を理解していただければうれしく
思います。 

３１ 
地域活動支援センター「のぞみ」 

場所：保健福祉センター 

連絡先:綾部市役所福祉課 TEL42-4254

中学生 
以上 ３ 

８/９（木）１７（金） 

２０（月） 

障害のある利用者（肢体、聴覚、
視覚等）の方との交流。折り紙、
囲碁いろいろ、軽スポーツなど。 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

あなたの“笑顔”を待っていま
す！障害のある方の利用者と笑顔
いっぱい、楽しい時間を過ごしま
しょう。 

ちょこっと豆知識               
      
        障害には、様々な種別があり、綾部市内には肢体障害、聴覚言語障害、知的障害、精神障害等それぞれの障害の度合いに応じ、自立を目指して「働く場」や「就労支援」を目的とし 
 
      た施設があります。障がいがある方とのふれあい体験では、製品づくりや農業などの「仕事」を一緒にする、またサポートすることを通じ、ひとりでも多くのみなさんが障がいのあ 
 
      る方への理解者となり、誰もが安心して暮らすことのできる地域になることを願っています。 

◆子どもたちとのふれあい     ※感染症が流行した場合、体験が中止になる場合もあります。 

３２ 物部保育園 
物部町 TEL49-0026 

中学２年 
～高校生 ３ ８/７（火）～９（木） 

子どもとふれあいを楽しみなが
ら、いっしょに遊んだり、保育の
サポートをしていただきます。 

１食２５０円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

子ども達とすてきな夏の思い出を
つくりましょう。かわいい子ども
たちが待っています。 

３３ 綾部保育園 
相生町 TEL42-7221

中学３年 
～高校生 ３ ８/１（水）～３（金） 

子ども達とのふれあいを楽しみな
がら一緒に遊ぶ。保育の補助、清
掃等。 

１食２５０円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

夏の暑さに負けない元気パワーと
笑顔を待っています！ 

３４ 綾部保育園 
相生町 TEL42-7221

中学３年 
～高校生 ３ ８/７（火）～９（木） 

子ども達とのふれあいを楽しみな
がら一緒に遊ぶ。保育の補助、清
掃等。 

１食２５０円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

夏の暑さに負けない元気パワーと
笑顔を待っています！ 

３５ せんだん苑こども園 
青野町 TEL43-2547 

中学２年 
～高校生 ３ ８/１（水）～３（金） 子どもとふれあいながら、一緒に

遊ぶ。保育補助、清掃など。 弁当持参 検便が必要
(費用1,080円） 

体験日初日に施
設にて実施 

子どもたちと元気いっぱい遊んで
楽しい思い出を作りましょう。 

３６ せんだん苑こども園 
青野町 TEL43-2547 

中学２年 
～高校生 ３ 

８/１６（木）１７（金） 
２０（月） 

子どもとふれあいながら、一緒に
遊ぶ。保育補助、清掃など。 弁当持参 検便が必要

(費用1,080円） 
体験日初日に施
設にて実施 

子どもたちと元気いっぱい遊んで
楽しい思い出を作りましょう。 

３７ せんだん苑南こども園 
上野町 TEL42-6090

中学生 
高校生 ３ ８/１（水）～３（金） 

子どもとふれあって一緒に過ご
す。保育補助（清掃、絵本の読み
聞かせ、プール遊び） 

弁当持参  
体験日初日に施
設にて実施 

元気な子どもたちと過ごし、共に
育ち合いましょう！ 

３８ 吉美こども園 
有岡町 TEL42-0296

中学生 
以上 ３ 

８/１（水）２（木） 
６（月） 

子どもとふれあいながら、一緒に
遊ぶ。保育補助・清掃、絵本の読
み聞かせ。 

１食２００円 

白飯・箸持参 
検便が必要
(費用1,080円） 

体験日初日に施
設にて実施 

元気いっぱいの子どもたちと一緒
に、夏の楽しい思い出を作りま
しょう！！ 

３９ 吉美こども園 
有岡町 TEL42-0296

中学生 
以上 ３ ８/７（火）～９（木） 

子どもとふれあいながら、一緒に
遊ぶ。保育補助・清掃、絵本の読
み聞かせ。 

１食２００円 

白飯・箸持参 
検便が必要
(費用1,080円） 

体験日初日に施
設にて実施 

元気いっぱいの子どもたちと一緒
に、夏の楽しい思い出を作りま
しょう！！ 

４０ 綾部ひまわり共同保育園 
上野町 TEL42-2890 

中学２年 
～高校生 ３ ８/７（火）～９（木） 

子どもとのふれあい、遊び（園
庭、室内）、プール遊び、食事・
排泄・着脱等の保育補助。 

１食２００円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

子どもたちと一緒に遊んだり、会
話を楽しんだりして、子どもたち
の持つ魅力を感じる機会にしてく
ださい。 

４１ 中筋幼児園 
大島町 TEL42-1588

中学２年 
～高校生 ４ ８/１（水）～３（金） 

子どもとのふれあいを楽しみなが
ら、一緒に遊ぶ。保育準備、保育
補助、環境整備等。 

弁当持参 検便が必要
(費用1,080円） 

体験日初日に施
設にて実施 

元気でかわいい子どもたちが待っ
ています！心に残る体験をしま
しょう。 

４２ 中筋幼児園 
大島町 TEL42-1588

中学２年 
～高校生 ４ ８/７（火）～９（木） 

子どもとのふれあいを楽しみなが
ら、一緒に遊ぶ。保育準備、保育
補助、環境整備等。 

弁当持参 検便が必要
(費用1,080円） 

体験日初日に施
設にて実施 

元気でかわいい子どもたちが待っ
ています！心に残る体験をしま
しょう。 

４３ 豊里幼児園 
栗町 TEL48-0256 

高校生 ３ ８/６（月）～８（水） 

プール、水遊び、食事、着脱の保
育補助。絵本紙芝居の読み聞か
せ。子どもとふれあいながら楽し
く遊んでいただきます。 

１食２００円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

子どもたちの笑顔とパワーで暑い
夏をのりこえてください。 

４４ 豊里幼児園 
栗町 TEL48-0256 

高校生 ３ 
８/９（木）１０（金） 
１３（月） 

プール、水遊び、食事着脱の保育
補助。絵本紙芝居の読み聞かせ。
子どもとふれあいながら楽しく遊
んでいただきます。 

１食２００円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

子どもたちの笑顔とパワーで暑い
夏をのりこえてください。 

４５ 綾東こども園 
十倉名畑町 TEL45-1488

中学生 
以上 ３ 

８/１（水）～２０（月） 
のうち連続した３日間を自分

で設定（ただし、8/13～15

と土・日曜日を除く） 

子どもと一緒にあそんだり、生活
したりすることを楽しみながら、
保育の体験をする。 

１食２００円 

白飯・箸持参 
 

体験日初日に施
設にて実施 

子どもの心に返って、のびのびと
楽しくあそんでみましょう。 

４６ 
綾部はなみずき内保育所 

「まあちゃん」 
高津町 TEL40-1300

高校３年 １ ８/１（水）～３（金） 
子どもとのふれあい 
絵本の読み聞かせ 弁当持参  

体験日初日に施
設にて実施 

小規模な事業所内保育所です。子
どもたちとのふれあいを楽しも
う！ 

「体験コース」募集一覧表 

施設ごとに、参加できる「学年」「条件」が異なりますので、ご確認ください。 

  （注）「検便」（有料）が必要な施設があります。 

サマボラのためのボランティア事前講座・・・７月２３日（月）または２４日（火） 

ふりかえりの会・・・８月２２日（水） 


