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7月1日～8月31日
月・水・金・土／10
時～13時

中・高・専・大・社
女2人／日

上履き・動きやすい服装 ㊐日常の活動への参加1 老 グループホーム希望
交野市東倉治3-8-11
ＪＲ学研都市線津田駅下車徒歩15分

7月1日～8月31日
月～日/10時～16
時

特に問いません/男女可2人 上履き・動きやすい服装 ㊐入居者さんとの交流2 老きんもくせい特別養護老人ホーム
交野市星田5156-8
ＪＲ学研都市線星田駅下車バス星田駅7
丁目下車徒歩2分

5 老
社会福祉法人　美郷会
特別養護老人ホーム　美来①

交野市倉治4-40-7
京阪交野線交野市駅下車京阪バス幾
野四丁目下車徒歩1分

弁当ｏｒ昼食代（620円）・動
きやすい服装・スニーカー

㊐施設のご入居者と日常生活上の活動を通じて交流
していただきます。行事等があれば随時ご参加いただ
きます。

7月1日～8月31日
月～土（日・祝除く）
/10時～16時

特に問いません/男女可2～3
人

上履き・動きやすい服装
㊐お掃除やたたみもの、お年寄りの話し相手、食事の
配膳・下膳など介護のお手伝い。レクレーション企画
も歓迎です。

8月23日/18時～20
時

小学5年生以上・中・高・専・
大・社/元気な方・介護に興味

ある方男女可4人
上履き・動きやすい服装

夕涼み会をします。お年寄りが楽しめるように屋台の
手伝いをお願いします。

7月1日～8月31日
月～日/10時30分
～16時30分

小学5年生以上・中・高・専・
大・社/元気な方・介護に興味

ある方男女可4人
3 老

特別養護老人ホーム天の川明星
①

交野市藤が尾2-5-22
ＪＲ学研都市線河内磐船駅もしくは京阪
交野線河内森駅下車徒歩18分

4 老
特別養護老人ホーム天の川明星
②

交野市藤が尾2-5-22
ＪＲ学研都市線河内磐船駅もしくは京阪
交野線河内森駅下車徒歩18分

動きやすい服装・スニー
カー・エプロン・食事は自由
（屋台の食券１セット支給）

夏祭りの催し物（出店、ゲームコーナー等）のお手伝
い、ご利用者様の誘導、お話し相手等を行っていただ
きます。

7 老
社会福祉法人　紫水会
特別養護老人ホーム　あおやま

交野市青山3-431-1
京阪交野線交野市駅下車徒歩30分/Ｊ
Ｒ学研都市線河内磐船駅下車徒歩30分
/ＪＲ学研都市線津田駅下車徒歩30分

上履き・ハンドタオル・お茶（水
筒）・動きやすく汚れてもいい
服装　②のみ昼食支給（実習

生を除く）

・洗髪後の整容介助・配膳（お茶だし等食事前の準
備）・入居者様との話し相手やレクレーションの参加、
施設敷地内の散歩付き添い

6 老
社会福祉法人　美郷会
特別養護老人ホーム　美来②

交野市倉治4-40-7
京阪交野線交野市駅下車京阪バス幾
野四丁目下車徒歩1分

8月2日/10時～16
時

特に問いません/男女可10人

上履き・ハンドタオル・お茶（水
筒）・動きやすく汚れてもいい
服装　②のみ昼食支給（実習

生を除く）

・施設利用者のリハビリ指導の補助（リハビリ室～居
室等への誘導）※経験者のみ・洗髪後の整容介助・
配膳（お茶だし等食事前の準備）・入居者様との話し
相手やレクレーションの参加、施設敷地内の散歩付き

7月1日～8月31日
月～金（日・祝除く）
/①9時～12時30分

②9時～15時

大・專・社/男女可1～2人

9 老
介護老人保健施設
逢々館かたの①

交野市私部2-11-38
京阪交野線交野市駅下車

弁当・上履き・動きやすい
服装・エプロン・お茶

㊐通所で来られるご高齢者の話し相手、レクリエー
ションの手伝いやケアの援助を行い、利用者が楽しく
過ごせる時間をサポートする。

8 老
社会福祉法人　紫水会
介護老人保健施設　青山

交野市青山3-432
京阪交野線交野市駅下車徒歩30分/Ｊ
Ｒ学研都市線河内磐船駅下車徒歩30分
/ＪＲ学研都市線津田駅下車徒歩30分

7月1日～8月31日
月～土/8時45分～

17時

中・高・専・大・社
/男女可4～5人

7月1日～8月31日
月～金（日・祝除く）
/①9時～12時30分

②9時～15時

大・專・社/男女可1～2人

上履き・動きやすい服
装・エプロン・利用者と同
食事支給

出店での食品の購入、移動やレクリエーションを
お手伝いして頂き、入所・通所のご高齢者に夏
祭りの雰囲気を楽しんでいただく。

11 老デイサービスセンター天の川
交野市藤が尾2-5-22
ＪＲ学研都市線河内磐船駅下車徒歩15
分

弁当・上履き・動きやす
い服装

㊐ご老人の方々とのコミュニケーションが中心と
なります。レクリエーションへの参加も体験してい
ただきます。

10 老
介護老人保健施設
逢々館かたの②

交野市私部2-11-38
京阪交野線交野市駅下車

8月22日/10時～15
時

中・高・専・大・社
/男女可10人

弁当ｏｒ昼食代（620円）・動
きやすい服装・スニーカー

㊐デイサービスに来られるご利用者との交流を中心
に活動していただきます。レクリエーション等にもご参
加いただく予定です。

8月1日～8月31日
月～金/9時～15時

小学4年生以上・中・高・専・
大・社/男女可2人

13 老
社会福祉法人　美郷会
デイサービスセンター　美来②

交野市倉治4-40-7
京阪交野線交野市駅下車京阪バス幾
野四丁目下車徒歩1分

動きやすい服装・スニー
カー・エプロン・食事は自由
（屋台の食券１セット支給）

夏祭りの催し物（出店、ゲームコーナー等）のお手伝
い、ご利用者様の誘導、お話し相手等を行っていただ
きます。

12 老
社会福祉法人　美郷会
デイサービスセンター　美来①

交野市倉治4-40-7
京阪交野線交野市駅下車京阪バス幾
野四丁目下車徒歩1分

8月2日/10時～16
時

特に問いません/男女可10人

7月1日～8月31日
月～土（日・祝除く）
/10時～15時30分

特に問いません/男女可2～3
人

上履き・ハンドタオル・お茶（水
筒）・動きやすく汚れてもいい
服装　②のみ昼食支給（実習

生を除く）

・洗髪後の整容介助・配膳（お茶だし等食事前の準
備）・入居者様との話し相手やレクレーションの参加、
施設敷地内の散歩付き添い

15 老
社会福祉法人　もくせい会
きんもくせいデイサービスセンター

交野市南星台2-5-15
ＪＲ学研都市線星田駅下車星田7丁目
バス停下車徒歩1分

上履き・動きやすい服
装・食事支給

㊐デイサービス利用者の身の回りのお手伝い
や、リハビリ、レクリエーションの参加を通じて、
高齢者の理解と触れ合いを目的とする。

14 老
社会福祉法人　紫水会
デイサービスセンター　あおやま

交野市青山3-432
京阪交野線交野市駅下車徒歩30分/Ｊ
Ｒ学研都市線河内磐船駅下車徒歩30分
/ＪＲ学研都市線津田駅下車徒歩30分

7月1日～8月31日
月～金（日・祝除く）
/①9時～12時30分

②9時～15時

大・專・社/男女可1～2人

弁当・上履き・動きやすい
服装・お茶、おやつ支給

㊐利用者様との話し相手やレクリエーション活動、又
何か歌や特技など披露してくださると嬉しいです。ワイ
ワイと一緒に過ごしましょう。

7月1日～8月31日
月～土/9時～17時

特に問いません/男女可2人

7月1日～8月31日
月～土/10時～16

時

小学3年生以上・中・高・專・
大・社/男女可2人16 老

生活協同組合　おおさかパルコー
プ
デイサービスいわふねの森

交野市森南1-17-6
ＪＲ学研都市線河内磐船駅下車徒歩5
分
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17
身
知

社会福祉法人　かたの福祉会
くらじワークセンター

交野市東倉治1-12-12
ＪＲ学研都市線河内盤船駅下車徒歩40
分

弁当ｏｒ昼食代440円・上履
き・動きやすい服装

知的障がい者の方の生活介護事業所です。散歩や
軽作業など日常の活動に参加していただきます。

7月1日～8月31日
（7/20、8/13～8/14
除く）
月～金/9時～16時

專・大・社/男女可1人

7月1日～8月31日
月～金/10時～16
時

專・大・社/男女可2人
利用者の方々と一緒に作業をしたり、グループワーク
の活動に参加してください。

18 知

19
身
知
精

社会福祉法人　心生会
地域活動支援センター　みのり

弁当ｏｒ昼食代（550円）・上
履き・動きやすい服装・水
筒等

㊐てらサポートの利用者と一緒に活動します。運動や
散歩、創作活動等レクリエーションを通して障がい者
と交流します。

弁当・上履き

<募集対象＞　小：小学生　中：中学生　高：高校生　專：専門学生　大：大学生　社：社会人　

社会福祉法人　かたの福祉会
生活介護　てらサポート

交野市寺4-590-1
ＪＲ学研都市線河内磐船駅下車徒歩20
分

7月1日～8月31日
（8/12～8/16除く）
火～金/9時～15時
30分

中・高・專・大・社/男女可2～3
人

交野市藤が尾3-5-4
ＪＲ学研都市線星田駅・河内磐船駅、京
阪交野線河内森駅下車徒歩15分

保育現場の職業体験

<活動内容＞　㊐：日常の活動への参加

20 児交野保育園 交野市松塚11-10

7月21日～8月28日
（8/13～8/15除く）
月～金/9時30分～
16時30分

高・專・大/男女可5人
昼食代（200円）・上履き・動
きやすい服装・箸・コップ・
食事給食
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