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メッセージ

1

(福)成光苑

介護老人福祉施設
高槻けやきの郷

特別養護老人ホーム 高槻市
〒569-0044
高槻市番田1-60-1

①阪急「高槻市」駅より京阪バス
枚方方面行「大橋北詰」下車 徒歩約15分

TEL 072-662-5888
FAX 072-662-5887

射手矢　真里
子

随時
高槻けやきの郷では、ご利用者に対してはもちろん、職員同士においても、成光苑の目標である「まごころと思いやりを大
切に」を心に毎日がんばっています。介護のお仕事は大変だと感じることも多いですが、ご利用者の笑顔など得られる楽し
さも大きいと思います。ぜひ体験していただければと思います。

1
(福)成光苑

高槻けやきの郷　通所介護事業所
デイサービスセンター 高槻市

〒569-0044
高槻市番田1-60-1

①阪急「高槻市」駅より京阪バス 枚方方面行「大橋
北詰」下車 徒歩約15分

TEL 072-662-5888
FAX 072-662-5887

射手矢　真里
子

随時
高槻けやきの郷では、ご利用者に対してはもちろん、職員同士においても、成光苑の目標である「まごころと思いやりを大
切に」を心に毎日がんばっています。介護のお仕事は大変だと感じることも多いですが、ご利用者の笑顔など得られる楽し
さも大きいと思います。ぜひ体験していただければと思います。

1

(福)成光苑

介護老人福祉施設　吹田竜ヶ池
ホーム

特別養護老人ホーム 吹田市
〒564-0004
吹田市原町3-21-25

①ＪＲ「吹田」駅より阪急バス「吹田高校前」下車 徒
歩約３分
②ＪＲ「岸辺」駅より徒歩約２０分

TEL 06-6310-7353
FAX 06-6310-7190

喜多　記子 随時 福祉の仕事は、「感動」「感謝」「気づき」の３Kを実感できる仕事です。そんな体験をしてみませんか。

1
(福)成光苑

吹田竜ヶ池デイサービスセンター
デイサービスセンター 吹田市

〒564-0004
吹田市原町3-21-25

①ＪＲ「吹田」駅より阪急バス「吹田高校前」下車 徒
歩約３分
②ＪＲ「岸辺」駅より徒歩約２０分

TEL 06-6310-7353
FAX 06-6310-7190

喜多　記子 随時 福祉の仕事は、「感動」「感謝」「気づき」の３Kを実感できる仕事です。そんな体験をしてみませんか。

1
(福)成光苑

きりんヘルパーステーション
訪問介護 摂津市

〒566-0001
摂津市千里丘2-12-5

①阪急京都線「摂津市」駅より徒歩約10分
②JR京都線「千里丘」駅より徒歩約5分

TEL 06-6170-3925
FAX 06-6170-3925

中島　義雄 随時
全く介護経験がなくても担当者が優しく教えてくれます。人に「感謝」「必要」とされる仕事です。ぜひ本当の「喜び」を体験し
てみて下さい。

1
(福)成光苑

特別養護老人ホーム　せっつ桜苑
特別養護老人ホーム 摂津市

〒566-0032
摂津市桜町1-1-11

①阪急京都線「摂津市」駅より徒歩約10分
②JR京都線「千里丘」駅より徒歩約15分
③大阪モノレール「沢良宜」駅より徒歩約15分

TEL 072-632-0400
FAX 072-632-9990

下村　宗治 随時
全く介護経験がなくても担当者が優しく教えてくれます。人に「感謝」「必要」とされる仕事です。ぜひ本当の「喜び」を体験し
てみて下さい。

1
(福)成光苑

デイサービスセンター　せっつ桜苑
デイサービスセンター 摂津市

〒566-0032
摂津市桜町1-1-11

①阪急京都線「摂津市」駅より徒歩約10分
②JR京都線「千里丘」駅より徒歩約15分
③大阪モノレール「沢良宜」駅より徒歩約15分

TEL 072-632-0400
FAX 072-632-9990

松村　肇也 随時
全く介護経験がなくても担当者が優しく教えてくれます。人に「感謝」「必要」とされる仕事です。ぜひ本当の「喜び」を体験し
てみて下さい。

1
(福)成光苑

せっつ桜苑訪問介護事業所
訪問介護 摂津市

〒566-0032
摂津市桜町1-1-11

①阪急京都線「摂津市」駅より徒歩約10分
②JR京都線「千里丘」駅より徒歩約15分

TEL 072-632-0400
FAX 072-632-9990

中島　義雄 随時
全く介護経験がなくても担当者が優しく教えてくれます。人に「感謝」「必要」とされる仕事です。ぜひ本当の「喜び」を体験し
てみて下さい。

9
(福)門真共生福祉会

第２ジェイ･エス　ステージ
生活介護 門真市

〒571-0002
門真市四宮5-7-13

①京阪「大和田」駅より
京阪バス「四宮住宅前」下車徒歩約１分

TEL 06-6905-1397
FAX 06-6905-8158

石橋　雅洋 土日祝は閉所
主に利用者様とのコミュニケーションをとっていただきます。・ 体験中の介護をお願いすることはありませんが、利用者様
の生活や、職員の働きをみつつ、現場の雰囲気を体験していただければと思います。・ 体験中、質問など丁寧にお答えさ
せていただきます。

9
(福)門真共生福祉会

第３ジェイ･エス　ステージ
生活介護 門真市

〒571-0013
門真市千石東町2-
41-10

①京阪「大和田」駅より
京阪バス「門真団地」下車徒歩約1分

TEL 06-6905-1397
FAX 06-6905-8158

石橋　雅洋 土日祝は閉所
主に利用者様とのコミュニケーションをとっていただきます。・ 体験中の介護をお願いすることはありませんが、利用者様
の生活や、職員の働きをみつつ、現場の雰囲気を体験していただければと思います。・ 体験中、質問など丁寧にお答えさ
せていただきます。

9
(福)門真共生福祉会

ジェイ･エス　ステージB
就労継続支援B型 門真市

〒571-0013
門真市千石東町2-5-
7

①京阪「大和田」駅より
京阪バス「門真団地」下車徒歩約1分

TEL 06-6905-1397
FAX 06-6905-8158

石橋　雅洋 土日祝は閉所
主に利用者様とのコミュニケーションをとっていただきます。・ 体験中の介護をお願いすることはありませんが、利用者様
の生活や、職員の働きをみつつ、現場の雰囲気を体験していただければと思います。・ 体験中、質問など丁寧にお答えさ
せていただきます。

9
(福)門真共生福祉会

ジェイ･エス　ステージ
生活介護 門真市

〒571-0043
門真市桑才新町24-1

①京阪「古川橋」駅より徒歩約２０分
TEL 06-6905-1397
FAX 06-6905-8158

石橋　雅洋 土日祝は閉所
主に利用者様とのコミュニケーションをとっていただきます。・ 体験中の介護をお願いすることはありませんが、利用者様
の生活や、職員の働きをみつつ、現場の雰囲気を体験していただければと思います。・ 体験中、質問など丁寧にお答えさ
せていただきます。

10
(福)こばと会

グループホームたんぽぽ
グループホーム 吹田市

〒565-0821
吹田市山田東2-31-5

①阪急「山田」駅より徒歩約１７分
②大阪モノレール「万博記念公園」駅より徒歩約１2
分

TEL 06-6816-3810
FAX 06-6878-5738

岩佐 ― まずはホームページをご覧下さい。迷っている方は、体験してみませんか。

10

(福)こばと会

吹田市立亥の子谷デイサービスセン
ター

デイサービス 吹田市
〒565-0824
吹田市山田西1-26-
20

①JR「岸辺」駅より阪急バス桃山台行「亥の子谷」下
車徒歩5分
②阪急「南千里」駅より阪急バスJR吹田行「亥の子
谷」下車徒歩5分

TEL 06-4264-8821
FAX 06-6155-8618

井上　友美 随時
吹田市内で50年の実績がある社旗福祉法人です。現場の雰囲気は、アットホームな雰囲気で、子育て世代が、大活躍し
ている現場です。ぜひ、介護の興味のある方、気軽に体験に来てみてください。お会いできるのを楽しみにしています。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】1/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%94%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8179784,135.6224881,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011d0e9b9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%94%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8179784,135.6224881,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011d0e9b9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%94%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8179784,135.6224881,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011d0e9b9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%94%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8179784,135.6224881,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011d0e9b9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.7787005,135.5240479,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.7787005,135.5240479,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.7787005,135.5240479,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.7787005,135.5240479,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E5%8D%83%E9%87%8C%E4%B8%98%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7905396,135.5466931,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E5%8D%83%E9%87%8C%E4%B8%98%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7905396,135.5466931,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7884856,135.557981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e303b1cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7884856,135.557981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e303b1cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7884856,135.557981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e303b1cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7884856,135.557981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e303b1cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7884856,135.557981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e303b1cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92566-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%A1%9C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7884856,135.557981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e303b1cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0017+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%9B%9B%E5%AE%AE%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.7345536,135.6146241,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fcbae4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0017+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%9B%9B%E5%AE%AE%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.7345536,135.6146241,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fcbae4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%8D%83%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.7262321,135.6069499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fd03ecd734f:0x1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%8D%83%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.7262321,135.6069499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fd03ecd734f:0x1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%8D%83%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.7262321,135.6069499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fd03ecd734f:0x1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%8D%83%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7265859,135.606811,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fd037cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%8D%83%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7265859,135.606811,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fd037cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%8D%83%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7265859,135.606811,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fd037cf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E6%A1%91%E6%89%8D%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7245219,135.585666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1ccc87f481f:0xdc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E6%A1%91%E6%89%8D%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7245219,135.585666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1ccc87f481f:0xdc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0821+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%95/@34.8015172,135.5252867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0821+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%95/@34.8015172,135.5252867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0824+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7898936,135.5268202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e35eb6db33a7:0xbf6727c875758e04!8m2!3d34.7898936!4d135.5290142
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0824+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7898936,135.5268202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e35eb6db33a7:0xbf6727c875758e04!8m2!3d34.7898936!4d135.5290142
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0824+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7898936,135.5268202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e35eb6db33a7:0xbf6727c875758e04!8m2!3d34.7898936!4d135.5290142
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10
(福)こばと会

特別養護老人ホーム　いのこの里
特別養護老人ホーム 吹田市

〒565-0824
吹田市山田西1-26-
27

①JR「吹田」・「岸部」駅より阪急バス桃山台行「亥の
子谷」下車 徒歩約２分
②阪急「南千里」駅・北急「桃山台」駅より阪急バス
JR吹田行「亥の子谷」下車 徒歩約３分

TEL 06-6877-7020
FAX 06-6816-5111

藤本　夏輝 ― まずはホームページをご覧下さい。迷っている方は、体験してみませんか。

16
(福)健成会

デイサービスセンター　しらなみ
デイサービス 大阪市

〒559-0033
大阪市住之江区南港
中3-3-43

①ニュートラム「ポートタウン西」駅
TEL 06-6569-6060
FAX 06-6569-6063

植田　綾子 随時
※「家庭的な雰囲気」を大切にし、いつも「笑顔」の絶えないデイサービスを目指しています。※「自立支援」を基本とした援
助に努めています。※対人援助は難しいところもありますが、やりがいを感じる事の出来るお仕事でもあります。　職場体
験を通してご自分で感じていただき、今後の職業選択の参考にしていただければ　と考えます。

16
(福)健成会

高齢者グループホーム　しらなみ
グループホーム 大阪市

〒559-0033
大阪市住之江区南港
中3-3-43

①ニュートラム「ポートタウン西」駅
TEL 06-6569-6060
FAX 06-6569-6063

尾林　智宏 随時

※グループホームは、認知症の高齢者が地域の中で少人数の家庭的な雰囲気のもと、共同生活をしています。しらなみで
は、お一人おひとりのこれまでの歴史を尊重したケアに取り組んでいます。※対人援助は難しいところもありますが、やり
がいを感じる事の出来るお仕事でもあります。　職場体験を通してご自分で感じていただき、今後の職業選択の参考にして
いただければと考えます。

16
(福)健成会

特別養護老人ホーム　加賀屋の森
特別養護老人ホーム 大阪市

〒559-0011
大阪市住之江区北加
賀屋5-4-23

①Osaka Metro四つ橋線「北加賀屋」駅より徒歩約5
分

TEL 06-6686-5301
FAX 06-6686-5302

矢部　賢太 随時
私達の法人理念は「笑顔で素晴らしい対応と優しさ」です。私達のケアによって皆様が笑顔になれることを目指して、日々
努力しています。そして、スタッフも共に笑顔になり、楽しく充実した職場環境づくりに努めています。是非、健成会の雰囲
気を直接感じてください。

17

(福)大阪聴覚障害者福祉会

障害福祉サービス事業あいらぶ工
房

生活介護
就労継続支援B型

大阪市
〒552-0023
大阪市港区港晴1-7-
4

①地下鉄「朝潮橋」駅より徒歩約10分
TEL 06-4395-7588
FAX 06-4395-7589

安田　具微子 随時
あいらぶ工房の利用者は全員が聴覚障害をもっています。作業でより高い工賃を目指す方、就職を目指す方、日中活動
の充実を目指す方と様々です。手話や身振り、筆談、写真と視覚材料を利用してコミュニケーション支援に重点を置いてい
ます。、毎日、利用者の笑顔に囲まれ、やりがいのある仕事です。

17
(福)大阪聴覚障害者福祉会

特別養護老人ホーム　あすくの里
特別養護老人ホーム 羽曳野市

〒583-0842
羽曳野市飛鳥11

①近鉄南大阪線「上ノ太子」駅より徒歩約８分
TEL 072-957-1764
FAX 072-957-1875

平田　幸也 随時

あなたの福祉の心、元気、やさしさ、熱意が高齢と障害をもつ方々の暮らしを支えます。あなたの力と思いが発揮できる福
祉の場です。高齢聴覚障害者の暮らしと介護の場。「施設の主人公は利用者」を理念にコミュニケーションの支援をはじめ
高齢聴覚障害者の願いと思いに寄り添った生活支援介護に取り組んでいます。全国に数少ない聴覚障害に視点をあてた
高齢者施設です。

17
(福)大阪聴覚障害者福祉会

ショートステイ　あすくの里
ショートステイ 羽曳野市

〒583-0842
羽曳野市飛鳥11

①近鉄南大阪線「上ノ太子」駅より徒歩約８分
TEL 072-957-1764
FAX 072-957-1875

中西　茂斗子 随時
あなたの福祉の心、元気、やさしさ、熱意が高齢と障害をもつ方々の暮らしを支えます。あなたの力と思いが発揮できる福
祉の場です。「施設の主人公は利用者」を理念に高齢者の願いと思いに寄り添った生活支援と介護に取り組んでいます。

17
(福)大阪聴覚障害者福祉会

デイサービスセンター　あすくの里
デイサービスセンター 羽曳野市

〒583-0842
羽曳野市飛鳥11

①近鉄南大阪線「上ノ太子」駅より徒歩約８分
TEL 072-957-1764
FAX 072-957-1875

中西　茂斗子 随時
あなたの福祉の心、元気、やさしさ、熱意が高齢と障害をもつ方々の暮らしを支えます。あなたの力と思いが発揮できる福
祉の場です。「施設の主人公は利用者」を理念に高齢者の願いと思いに寄り添った生活支援と介護に取り組んでいます。

18
(福)長野社会福祉事業財団

クローバーの丘

特別養護老人ホーム(地域
密着型）

河内長野
市

〒586-0035
河内長野市小塩町
431-3

①南海高野線「三日市町」駅より徒歩約１０分
TEL 0721-60-1100
FAX 0721-60-1101

草場　智之 随時
クローバーの丘は平成22年4月に開設した施設です。特徴は、全室個室・ユニット型の施設であるところです。その中で、ご
利用者様が障がい、病気があったとしても自宅での生活をクローバーの丘でも継続して頂けるように、個別ケアに力を入
れています。

18

(福)長野社会福祉事業財団

デイサービスセンタークローバーの
丘

デイサービスセンター
河内長野

市

〒586-0035
河内長野市小塩町
431-3

①南海高野線「三日市町」駅より徒歩約１０分
TEL 0721-60-1100
FAX 0721-60-1101

草場　智之 随時
クローバーの丘は平成22年4月に開設した施設です。デイサービスでは「誰もが元気になれるサービスの実現」を目標にし
ています。一体のサービスではなく、自分自身でその日のプログラムを選択し、実施していただきます。

18
(福)長野社会福祉事業財団

スリーハートの丘
特別養護老人ホーム

河内長野
市

〒586-0037
河内長野市上原町
554

①南海高野線・近鉄南大阪線「河内長野」駅徒歩20
分バス約10分

TEL 0721-56-2391
FAX 0721-56-2392

長濱　進一朗 随時
スリーハートの丘は、平成29年10月にふれあいの丘より建替え移転した施設です。全室個室・ユニット型の施設で「人にや
さしい施設」「地域に寄り添う施設」「自然を感じる施設」を目指しています。是非とも介護の仕事に興味を持っていただいた
方は、新しい施設で職場体験してみてください。

23
(福)大阪府肢体不自由者協会

なにわの宮

生活介護
就労継続支援B型

大阪市

〒540-0006
大阪市中央区法円坂
1-1-35　アネックスパ
ル法円坂5階

①JR「森之宮」駅
②地下鉄「森ノ宮」駅
③地下鉄「谷町四丁目」駅

TEL 06-6940-4187
FAX 06-6943-4668

高瀬　修一 随時 障害者の支援施設です。地域に住む障害者がどういった生活をし、支援者は何をしているかを体験して頂きます。

27
(福)加島友愛会

アンダンテ加島

生活介護
施設入所支援

大阪市
〒532-0031
大阪市淀川区加島1-
36-46

①JR東西線「加島」駅より 東へ徒歩約５分
②大阪市・阪急バス 「加島中」下車 南へ徒歩約７分

TEL 06-4806-6780
FAX 06-4806-6781

宇野　達美 随時
知的障害のある人たちの生活施設（入所施設）です。平日の日中は利用者の人たちが取り組んでいる作業の補助等に、
休日はレクリエーション活動等に参加していただきます。また、食事時間や休憩時間も利用者の人たちと一緒に過ごして、
交流していただきます。

27
(福)加島友愛会

かしま障害者センター　むつみ

生活介護
就労継続支援B型

大阪市

〒532-0031
大阪市淀川区加島1-
60-36　かしま障害者
センター内

①JR東西線「加島」駅より 東へ徒歩約8分
②大阪市・阪急バス 「加島中」下車 南へ徒歩約1分

TEL 06-6308-7206
FAX 06-6308-7299

胡麻　陽子 随時

むつみは、生活介護と就労継続支援B型の多機能型事業所です。主に知的に障がいのある人たちが通所され、充実した
日常生活、社会生活を送れるように支援しています。日中活動の作業やレクリエーション・散歩などのサポート、食事やトイ
レなどの介助を職員と一緒に見学・体験していただきます。少しでも興味を持たれた方は、ぜひ一度体験に来てみてくださ
い。お待ちしております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】2/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0824+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.7904935,135.5267866,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0824+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.7904935,135.5267866,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0824+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.7904935,135.5267866,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.6279835,135.4211634,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e8382f1ec89d:0x14a9a06d75566eb3!8m2!3d34.6281849!4d135.4218386
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.6279835,135.4211634,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e8382f1ec89d:0x14a9a06d75566eb3!8m2!3d34.6281849!4d135.4218386
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.6279835,135.4211634,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e8382f1ec89d:0x14a9a06d75566eb3!8m2!3d34.6281849!4d135.4218386
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.6279835,135.4211634,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e8382f1ec89d:0x14a9a06d75566eb3!8m2!3d34.6281849!4d135.4218386
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.6279835,135.4211634,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e8382f1ec89d:0x14a9a06d75566eb3!8m2!3d34.6281849!4d135.4218386
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.6279835,135.4211634,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e8382f1ec89d:0x14a9a06d75566eb3!8m2!3d34.6281849!4d135.4218386
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8C%97%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.6220655,135.4746012,20.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000dd6c3d45ab6d:0x7814e2827949640e!8m2!3d34.6222928!4d135.474582
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8C%97%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.6220655,135.4746012,20.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000dd6c3d45ab6d:0x7814e2827949640e!8m2!3d34.6222928!4d135.474582
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8C%97%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.6220655,135.4746012,20.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000dd6c3d45ab6d:0x7814e2827949640e!8m2!3d34.6222928!4d135.474582
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92552-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%B8%AF%E6%99%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6562922,135.4413133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92552-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%B8%AF%E6%99%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6562922,135.4413133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92552-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%B8%AF%E6%99%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6562922,135.4413133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%A3%9B%E9%B3%A5%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5358352,135.6325209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600128541e96453d:0x97ed557781a24109!8m2!3d34.53
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%A3%9B%E9%B3%A5%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5358352,135.6325209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600128541e96453d:0x97ed557781a24109!8m2!3d34.53
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%A3%9B%E9%B3%A5%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5358352,135.6325209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600128541e96453d:0x97ed557781a24109!8m2!3d34.53
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%A3%9B%E9%B3%A5%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5358352,135.6325209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600128541e96453d:0x97ed557781a24109!8m2!3d34.53
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%A3%9B%E9%B3%A5%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5358352,135.6325209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600128541e96453d:0x97ed557781a24109!8m2!3d34.53
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%A3%9B%E9%B3%A5%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5358352,135.6325209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600128541e96453d:0x97ed557781a24109!8m2!3d34.53
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B025'58.7%22N+135%C2%B033'48.8%22E/@34.43296,135.5613743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.43296!4d135.563563
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B025'58.7%22N+135%C2%B033'48.8%22E/@34.43296,135.5613743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.43296!4d135.563563
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B025'58.7%22N+135%C2%B033'48.8%22E/@34.43296,135.5613743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.43296!4d135.563563
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B025'58.7%22N+135%C2%B033'48.8%22E/@34.43296,135.5613743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.43296!4d135.563563
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B025'58.7%22N+135%C2%B033'48.8%22E/@34.43296,135.5613743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.43296!4d135.563563
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B025'58.7%22N+135%C2%B033'48.8%22E/@34.43296,135.5613743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.43296!4d135.563563
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92586-0037+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92+%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88/@34.4456545,135.557325,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000d43904b4fe0f:0x5b4abc076c82a9e1!2z44CSNTg2LTAwMzcg5aSn6Ziq5bqc5rKz5YaF6ZW36YeO5biC5LiK5Y6f55S6!3b1!8m2!3d34.4456357!4d135.5574905!3m4!1s0x6000d4369052f8e7:0x52a269978b96b789!8m2!3d34.4456625!4d135.5574798
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92586-0037+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92+%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88/@34.4456545,135.557325,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000d43904b4fe0f:0x5b4abc076c82a9e1!2z44CSNTg2LTAwMzcg5aSn6Ziq5bqc5rKz5YaF6ZW36YeO5biC5LiK5Y6f55S6!3b1!8m2!3d34.4456357!4d135.5574905!3m4!1s0x6000d4369052f8e7:0x52a269978b96b789!8m2!3d34.4456625!4d135.5574798
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92586-0037+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92+%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88/@34.4456545,135.557325,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000d43904b4fe0f:0x5b4abc076c82a9e1!2z44CSNTg2LTAwMzcg5aSn6Ziq5bqc5rKz5YaF6ZW36YeO5biC5LiK5Y6f55S6!3b1!8m2!3d34.4456357!4d135.5574905!3m4!1s0x6000d4369052f8e7:0x52a269978b96b789!8m2!3d34.4456625!4d135.5574798
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0006+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B3%95%E5%86%86%E5%9D%82%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.6810672,135.5234525,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0006+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B3%95%E5%86%86%E5%9D%82%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.6810672,135.5234525,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0006+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B3%95%E5%86%86%E5%9D%82%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.6810672,135.5234525,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0006+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B3%95%E5%86%86%E5%9D%82%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.6810672,135.5234525,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%96/@34.7255577,135.4561523,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%96/@34.7255577,135.4561523,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%96/@34.7255577,135.4561523,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.7283945,135.4567776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e58533947205:0x88a594bde8d33614!8m2!3d34.7283901!4d135.4589663
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.7283945,135.4567776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e58533947205:0x88a594bde8d33614!8m2!3d34.7283901!4d135.4589663
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.7283945,135.4567776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e58533947205:0x88a594bde8d33614!8m2!3d34.7283901!4d135.4589663
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.7283945,135.4567776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e58533947205:0x88a594bde8d33614!8m2!3d34.7283901!4d135.4589663
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31
(福)聖ヨハネ学園

ミス・ブール記念ホーム

特別養護老人ホーム・デイ
サービスセンター

高槻市
〒569-1031
高槻市松が丘1-21-9

①ＪＲ「高槻」駅北口より高槻市営バス「上の口」行
「学園前」下車 徒歩約5分

TEL 072-688-5138
FAX 072-688-4478

北川　勝 随時
世間では、介護は３K と言われておりますが、今回のこの職場体験をとおして、ぜひ介護の魅力、おもしろさを体験してみ
てください。きっとあなたにもその魅力がわかっていただけると思います。よろしくお願いいたします。

31
(福)聖ヨハネ学園

地域生活支援センター光
障害者支援施設 高槻市

〒569-1032
高槻市宮之川原2-9-
1

①ＪＲ「高槻」駅
②阪急「高槻市」駅

TEL 072-680-1110
FAX 072-691-8300

種本　浩司
村木　康作

随時
ご利用者は重度の障がいを持っておられますが、明るく元気な方が多く、初めての方でも優しく受け入れて下さいます。体
験内容は介護のお手伝い、話し相手、施設内の美化等、生活施設ですので、色々とありますので、一度体験してみません
か？

33
(福)淳風会

特別養護老人ホーム　淳風おおさか
特別養護老人ホーム 大阪市

〒531-0075
大阪市北区大淀南2-
5-20

①JR環状線「福島」駅より 北へ徒歩約5分
②JR東西線「新福島」駅より北へ徒歩約7分
③阪神本線「福島」駅より 北へ徒歩約7分

TEL 06-6450-1088
FAX 06-6450-1051

辻崎　智幸 随時
平成17年に開設。定員80名の都心型の特養（地下１階、地上９階）を中心にショートステイ・デイサービス・居宅介護支援・
在宅介護支援サービスと幅広く地域に貢献している。施設開設以来、若手職員の経験、知識も蓄積し「街の息づかいを感
じながら暮らす」特養としての特色を確立しつつあります。そんな気概を短期間であっても体験していただきたい。

33
(福)淳風会

デイサービスセンター　淳風おおさか
デイサービスセンター 大阪市

〒531-0075
大阪市北区大淀南2-
5-20

①JR環状線「福島」駅より 北へ徒歩約5分
②JR東西線「新福島」駅より 北へ徒歩約7分
③阪神本線「福島」駅より 北へ徒歩約7分

TEL 06-6450-1088
FAX 06-6450-1051

辻崎　智幸 随時
１日定員38名のデイサービスセンターです。職員はチームワークがあり、明るく元気です。ご利用者の方々と、お話やレク
リエーションで一緒に楽しんでいます。体験者の方々も一緒に楽しんで職場体験してください。デイサービスを初めて体験
される方にも親切丁寧に説明します。是非一度体験に来てください。

33
(福)淳風会

特別養護老人ホーム　淳風とよなか
特別養護老人ホーム 豊中市

〒561-0825
豊中市二葉町2-4-5

①阪急神戸線「神崎川」駅より徒歩約12分
TEL 06-6335-0785
FAX 06-6335-0786

八坂 随時
平成12年に開設。定員６０名の特養を中心にショートステイ・デイサービス・居宅介護支援・訪問介護と地域在宅系の活動
にも注力。庄内地域包括支援センターを受託し地域の拠点にもなっている。短期間であっても幅広く高齢者福祉サービス
の実態を体験していただき「福祉観」の確立をめざして欲しい。

33
(福)淳風会

デイサービスセンター　淳風とよなか
デイサービスセンター 豊中市

〒561-0825
豊中市二葉町2-4-5

①阪急神戸線「神崎川」駅より徒歩約12分
TEL 06-6335-0785
FAX 06-6335-0786

鑓水(ﾔﾘﾐｽﾞ)
真奈美

随時
１日定員30名のデイサービスセンターです。職員はチームワークがあり、明るく元気です。ご利用者の方々と、お話やレク
リエーションで一緒に楽しんでいます。体験者の方々も一緒に楽しんで職場体験してください。デイサービスを初めて体験
される方にも親切丁寧に説明します。是非一度体験に来てください。

33
(福)淳風会

ケアハウス　グリーンヒル淳風
ケアハウス 寝屋川市

〒572-0842
寝屋川市太秦高塚町
9-1

①JR学研都市線「東寝屋川」駅より徒歩約１０分
TEL 072-820-0085
FAX 072-820-1935

山本　智志 随時
大阪府内はじめてのケアハウスとして平成３年４月に開設した定員５０名のケアハウス。訪問介護・居宅介護支援事業所
を併設している。①花と緑の自然に囲まれ、②美味しい食事と、③職員の心細やかな心配りを自慢できる点として意識し、
より極める努力を続けております。

39
(福)みささぎ会

特別養護老人ホーム　大仙もずの音
特別養護老人ホーム 堺市

〒590-0035
堺市堺区大仙町1-2

①JR阪和線「三国ヶ丘」駅より徒歩約12分
②南海高野線「堺東」駅より徒歩約15分 または 南
海バス「賑町」下車 徒歩約3分

TEL 072-238-0088
FAX 072-238-1388

吉田　啓太 随時
当施設では認知症予防自立支援事業や生計困難者に対する支援相談事業の実施など、介護事業にとどまらず、日々地
域福祉の増進に努めています。体験できる職種は介護職・看護職です。体験に関する、希望やご質問があればお気軽に
お申し出ください。無資格の方、ブランクのある方も大歓迎です。

39
(福)みささぎ会

大仙もずの音デイサービスセンター
デイサービスセンター 堺市

〒590-0035
堺市堺区大仙町1-2

①JR阪和線「三国ヶ丘」駅より徒歩約12分
②南海高野線「堺東」駅より徒歩約15分 または 南
海バス「賑町」下車 徒歩約3分

TEL 072-238-0088
FAX 072-238-1388

吉田　啓太 随時
当施設では認知症予防自立支援事業や生計困難者に対する支援相談事業の実施など、介護事業にとどまらず、日々地
域福祉の増進に努めています。体験できる職種は介護職・看護職です。体験に関する、希望やご質問があればお気軽に
お申し出ください。無資格の方、ブランクのある方も大歓迎です。

39
(福)みささぎ会

藤井寺特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 藤井寺市

〒583-0024
藤井寺市藤井寺4-
11-7

①近鉄「藤井寺」駅より徒歩約１０分
TEL 072-952-0008
FAX 072-952-0337

古田　隆寛 随時
当施設では認知症予防自立支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業や生計困難者に対する支援相談事業の実施など、日々社会福祉の貢献
に努めています。体験できる職種は介護職・看護職です。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。介護
職は経験や資格の有無は問いません。看護職はブランクがあってもかまいません。

39
(福)みささぎ会

藤井寺デイサービスセンター
デイサービスセンター 藤井寺市

〒583-0024
藤井寺市藤井寺4-
11-7

①近鉄「藤井寺」駅より徒歩約１０分
TEL 072-952-0008
FAX 072-952-0337

古田　隆寛 随時
当施設では認知症予防自立支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業や生計困難者に対する支援相談事業の実施など、日々社会福祉の貢献
に努めています。体験できる職種は介護職・看護職です。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。介護
職は経験や資格の有無は問いません。看護職はブランクがあってもかまいません。

39
(福)みささぎ会

特別養護老人ホーム　つどうホール
特別養護老人ホーム 藤井寺市

〒583-0033
藤井寺市小山3-151-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅より徒歩約１８分
TEL 072-953-0248
FAX 072-953-0128

岡崎　真由美 随時
当施設では認知症予防自立支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業や生計困難者に対する支援相談事業の実施など、日々社会福祉の貢献
に努めています。体験できる職種は介護職・看護職です。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。介護
職は経験や資格の有無は問いません。看護職はブランクがあってもかまいません。

39
(福)みささぎ会

デイサービスセンター　つどうホール
デイサービスセンター 藤井寺市

〒583-0033
藤井寺市小山3-151-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅より徒歩約１８分
TEL 072-953-0248
FAX 072-953-0128

岡崎　真由美 随時
当施設では認知症予防自立支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業や生計困難者に対する支援相談事業の実施など、日々社会福祉の貢献
に努めています。体験できる職種は介護職・看護職です。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。介護
職は経験や資格の有無は問いません。看護職はブランクがあってもかまいません。

39
(福)みささぎ会

グループホーム　つどうホール
グループホーム 藤井寺市

〒583-0033
藤井寺市小山3-151-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅より徒歩約１８分
TEL 072-953-0248
FAX 072-953-0128

山本　憲 随時
当施設は、認知機能維持を目的として、学習活動を積極的に行っています。家事を中心に、毎日の体操実施で、利用者様
の残存機能を発揮して頂くよう、働きかけています。家庭的な雰囲気で食事も毎食調理しているので、気軽にお問い合わ
せ・申し込みをお待ちしております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】3/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E6%9D%BE%E3%81%8C%E4%B8%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@34.8713834,135.5973206,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E6%9D%BE%E3%81%8C%E4%B8%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@34.8713834,135.5973206,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E5%AE%AE%E4%B9%8B%E5%B7%9D%E5%8E%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8712557,135.5986148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E5%AE%AE%E4%B9%8B%E5%B7%9D%E5%8E%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8712557,135.5986148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E5%AE%AE%E4%B9%8B%E5%B7%9D%E5%8E%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8712557,135.5986148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92531-0075+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7008171,135.4830277,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92531-0075+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7008171,135.4830277,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92531-0075+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7008171,135.4830277,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92531-0075+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7008171,135.4830277,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92531-0075+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7008171,135.4830277,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92531-0075+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7008171,135.4830277,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E4%BA%8C%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7366288,135.4611629,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e59ddcd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E4%BA%8C%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7366288,135.4611629,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e59ddcd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E4%BA%8C%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7366288,135.4611629,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e59ddcd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E4%BA%8C%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7366288,135.4611629,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e59ddcd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%AA%E7%A7%A6%E9%AB%98%E5%A1%9A%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7588965,135.6434181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011efa878
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%AA%E7%A7%A6%E9%AB%98%E5%A1%9A%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7588965,135.6434181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011efa878
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0842+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%AA%E7%A7%A6%E9%AB%98%E5%A1%9A%E7%94%BA%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7588965,135.6434181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011efa878
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5655644,135.4797484,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7c3bc374ad:0x25e8ba62df
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5655644,135.4797484,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7c3bc374ad:0x25e8ba62df
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5655644,135.4797484,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7c3bc374ad:0x25e8ba62df
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5655644,135.4797484,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7c3bc374ad:0x25e8ba62df
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5651892,135.593702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5651892,135.593702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5651892,135.593702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5651892,135.593702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5651892,135.593702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5651892,135.593702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5816763,135.5856026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
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42

(福)豊中福祉会

ローズガーデン条南苑デイサービス
センター

デイサービスセンター 泉大津市
〒595-0021
泉大津市東豊中町2-
3-24

①JR阪和線「和泉府中」駅より徒歩約７分
TEL 0725-40-6701
FAX 0725-40-6702

西田　由香里 随時
主な体験内容は以下の通りです。◆送迎の付き添い見学◆介助（移動・排泄・食事）の見学◆車椅子の使い方説明後の
車椅子での移動介助◆入浴介助の見学◆体操の見学◆レクリエーションの見学◆掃除　等　不明な点があれば気軽に電
話でお尋ねください。

42

(福)豊中福祉会

特別養護老人ホーム　ローズガーデ
ン条南苑

特別養護老人ホーム 泉大津市
〒595-0021
泉大津市東豊中町2-
4-26

①JR阪和線「和泉府中」駅より徒歩約７分
TEL 0725-40-5800
FAX 0725-40-5807

上野　真理 随時

主な体験内容は以下の通りです。◆介助（移動・排泄・食事）の見学◆車椅子の使い方説明後の車椅子での移動介助◆
食事の配膳下膳,食事の見守り,水分補給◆ 入浴介助の見学◆利用者との交流◆コミュニケーション◆クラブ活動やレクリ
エーションの補助◆移送◆声かけの介助◆散歩,外出行事等への付添い◆見守り◆洗濯,掃除等　不明点等あれば気軽
に電話でお尋ねください。

44
(福)上神谷福祉会

特別養護老人ホーム　槇塚荘
特別養護老人ホーム 堺市

〒590-0123
堺市南区逆瀬川
1038-2

①泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅より南海バス槇塚台ま
わり「逆瀬川口」下車 徒歩約2分

TEL 072-291-0920
FAX 072-291-9679

上野　貴広 随時
緑溢れる環境の中でユニットケア新棟を増設しており、生活施設として入居者の方々に過ごして頂きやすい環境になって
おります。又、多人数ではなく個性を大切にした自立支援を基本としております。

44
(福)上神谷福祉会

槇塚荘デイサービスセンター
デイサービスセンター 堺市

〒590-0123
堺市南区逆瀬川
1038-2

①泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅より南海バス槇塚台ま
わり「逆瀬川口」下車 徒歩約2分

TEL 072-291-0920
FAX 072-291-9679

上野　貴広 随時 利用者全ての方に「今日一日楽しかったわー」と言ってもらえるデイサービスを目指しています。

52
(福)恵和会

特別養護老人ホーム河原城苑
特別養護老人ホーム 羽曳野市

〒583-0867
羽曳野市河原城927

①近鉄南大阪線「藤井寺」・「古市」駅より近鉄バス
「桃山台２丁目」下車 徒歩約２０分

TEL 072-938-3999
FAX 072-938-4822

加藤　博之 随時
福祉の世界に興味があり、笑顔で元気に挨拶出来る方を受け入れます。せっかくの職場体験ですから、就労に対する喜
びや楽しみ、厳しさを肌で感じて下さい。疑問点や分からない点については、ドシドシ質問を受付けます。

52

(福)恵和会

地域密着型特別養護老人ホーム
松が苑

地域密着型介護老人福祉
施設

藤井寺市
〒583-0013
藤井寺市古室1-1-15

①近鉄南大阪線「土師ノ里』駅徒歩8分
TEL 072-936-8123
FAX 072-936-8122

田原　正清
加藤　博之

随時

「松が苑」は、平成27年に特別養護老人ホーム「河原城苑」のサテライト施設としてオープンした地域密着型の特養で、29
名の利用者様を3ユニットでケアしています。未経験の方であっても不安なく職場体験・インターンシップして頂けるように、
職員がしっかりサポートしますので、お気軽にお問合せ下さい。また、ご希望があれば「河原城苑」での体験も受け付けて
います。合わせて体験して頂き、視野を広げて頂ければ幸いです。

53

(福)燦愛会

特別養護老人ホームハピネスさんあ
い

特別養護老人ホーム 吹田市
〒564-0015
吹田市幸町22-5

①JR京都線「吹田」駅より徒歩約15分
TEL 06-4860-8220
FAX 06-4860-8233

吉川　征志 随時 ・介助全般の見学・食事配膳の手伝い・シーツ交換・清掃・利用者とのコミュニケーション

54
（社医）生長会

介護老人保健施設  ベルアモール
介護老人保健施設 堺市

〒599-8248
堺市中区深井畑山町
211

①泉北高速鉄道「深井」駅より南海バスで１０分又は
徒歩で１５分（自転車・バイク可）

TEL 072-277-7711
FAX 072-270-7735

宮田　辰子 ―

【メッセージ】高齢者が日々考えておられる事について、多くのことを聞かせていただけます。また、日々の暮らしから長年培われ
た「生活の知恵」を教えて頂くことが出来ます。体験者や職員に対して、細やかな気遣いをしてくださいます。このような事から、私
にとって貴重な示唆を与えて下さるものと思います。私達と一緒に楽しいひとときを体験されませんか。　【業務概要】　１日の始ま
りとして、ラジオ体操、アモール体操を利用者さんと一緒にします。お茶のサービス、高齢者との交流、レクリエーション（書道・嚥
下体操・頭の体操・手工芸・カラオケ他）、食事時の支援、入浴後のドライヤー、爪切（見学）。おやつの介助、コーヒータイム、１日
のまとめ（質疑応答）

54

（社医）生長会

グループホーム　ベルアモールハウ
ス

グループホーム 堺市
〒599-8248
堺市中区深井畑山町
211

①泉北高速鉄道「深井」駅よりあみだ池行バス「北
垣外」停留所下車(バス約5分）

TEL 072-541-4731
FAX 072-546-6391

大谷　義彦 随時
ベルアモールハウスは、介護老人保健施設に併設された地域密着型サービスにあたる認知症高齢者向けのグループ
ホームです。1ユニット6名4ユニットで、常勤看護師も1名配置し、老健とも連携し、利用者様がそれぞれ役割を持って、家
庭的な環境のもとで安心して生活していただけるように支援します。

57
(福）悠人会

介護老人保健施設　ベルアルト
介護老人保健施設 堺市

〒590-0064
堺市堺区南安井町3-
1-1

①南海高野線「堺東」駅より南海バス（約3分）「安井
町」下車 徒歩約5分、または南海バス（約5分）「栄泰
橋」下車 徒歩約3分

TEL 072-221-7001
FAX 072-221-7021

中山　美香 随時

介護老人保健施設としては珍しい「一部ユニット型老健」を運営しております。また、建物内にある保育園の子供たちとの
交流も頻繁にあり、高齢者の表情が和らぐ様子が見られます。在宅復帰に向けたリハビリにも重点的に取り組み、日々自
立に向けた支援をしております。多職種とのチームケアについても、医師をはじめ介護支援専門員や支援相談員、理学療
法士や作業療法士が高齢者の在宅復帰に向けて主体的に取り組んでおります。このような包括的ケアをぜひとも体験して
下さい。

57
(福）悠人会

通所リハビリテーション　ベルアルト
通所リハビリテーション 堺市

〒590-0064
堺市堺区南安井町3-
1-1

①南海高野線「堺東」駅より南海バス（約3分）「安井
町」下車 徒歩約5分、または南海バス（約5分）「栄泰
橋」下車 徒歩約3分

TEL 072-221-7001
FAX 072-221-7021

中山　美香 随時

定員は85名で、看護・介護職員とリハビリテーションの作業療法士・理学療法士が連携して要介護者のリハビリに力を注
いでおります。百舌鳥古墳群、特に仁徳天皇陵に抱かれた勇壮な感じの建物です。また、保育園・特別養護老人ホーム・
へルパーステーションなど複合施設の７階建てで通所リハビリセンターは１階に位置し、介護教室には最新のカラオケ設
備も充実しており、午後からのクラブ活動では美しい喉の競い合いが始まります。高齢者がもつ素晴らしい力は私たちの
活力となっております。

57
(福）悠人会

特別養護老人ホーム　ベルライブ
特別養護老人ホーム 堺市

〒590-0064
堺市堺区南安井町3-
1-1

①南海高野線「堺東」駅より 南海バス（約3分）「安井
町」下車 徒歩約5分
または南海バス（約5分）「市立病院前」下車 徒歩約
3分

TEL 072-221-7002
FAX 072-221-7032

並木　由美
田中　孝一

随時

ベルライブは、全室個室型のユニットケアの特別養護老人ホームです。1ユニットに8名パートナーが入居されています。職
員は、ユニット毎に配置されており、馴染みの関係が築けるようパートナー1人ひとりに関わる時間を大切にしています。
パートナーには、ベルライブでの生活が、“住み慣れた我が家で、最期まで過ごせて良かった”。と実感して頂ける。職員
は、“この施設で働けて良かった”とパートナーと職員がお互い満足する施設を目指しています。一度、体験にお越しになり
ませんか。職員一同お待ちしています。
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特別養護老人ホーム　ベルアルプ
特別養護老人ホーム 堺市

〒593-8315
堺市西区菱木1-
2343-16

①ＪＲ阪和線「鳳」駅より
南海バス（約9分）「菱木下」下車 徒歩約3分

TEL 072-349-6710
FAX 072-349-6719

田中　智代 随時

ベルアルプはベルピアノ病院・高齢者用賃貸マンションが併設された複合施設です。全室個室のユニット型で木目を活か
した暖かい雰囲気の中、生活しやすい環境を整えています。生活レクや季節ごとのイベント、クラブ活動等毎日生活を楽し
める工夫や8月には夏祭りを催し、屋台や花火などご家族と共に楽しいひとときを過ごしました。また、9月は敬老会を企
画、できる限り地域で生活している事を実感していただきたいと思っています。
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特別養護老人ホーム　ベルファミリ
ア

特別養護老人ホーム 堺市
〒599-8247
堺市中区東山841-1

①泉北高速鉄道「深井」駅より南海バス（約8分）「東
中学校前」下車 徒歩約3分

TEL 072-234-2005
FAX 072-234-4691

谷口　淳子 随時

平成24年度11月に新築移転しました。入居100床　短期入所16床で全個室（洗面・トイレ付）のユニット型です。木々に囲まれた自
然を感じられる立地条件の中に当施設はあります。光と風がテーマの落ち着きのある佇まいで、堺市から第１回ＣＡＳＢＥＥ堺建築
環境賞を頂きました。移転と共に従来型からユニット型に変わり、介護福祉士・看護師・作業療法士・管理栄養士・相談課など多職
種と協働のもと、個々に応じたケア「その人らしさ」を大切に日々取り組んでおります。ボランティア活動も盛んで色々な行事が組
まれています。このような環境の中で、働いてみたいと思われる方の体験をお待ちしております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】4/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94+%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94+%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94+%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.4932395,135.4239796,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.4932395,135.4239796,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.4932395,135.4239796,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0123+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%80%86%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.4788178,135.5253288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0123+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%80%86%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.4788178,135.5253288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0123+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%80%86%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.4788178,135.5253288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0123+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%80%86%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.4788178,135.5253288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0123+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%80%86%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.4788178,135.5253288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0123+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%80%86%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.4788178,135.5253288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0867+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%9F%8E%EF%BC%99%EF%BC%92%EF%BC%97+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E8%8B%91/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0867+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%9F%8E%EF%BC%99%EF%BC%92%EF%BC%97+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E8%8B%91/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%AE%A4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.5717655,135.6070476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600127f28dcc3671:0xba2cdf3c25485ef8!8m2!3d34.5717611!4d135.6092363
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%AE%A4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.5717655,135.6070476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600127f28dcc3671:0xba2cdf3c25485ef8!8m2!3d34.5717611!4d135.6092363
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B9%B8%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7690655,135.5332527,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e39d26967eeb:0xcc784fab08eacd4c!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B9%B8%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7690655,135.5332527,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e39d26967eeb:0xcc784fab08eacd4c!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5262092,135.5061132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da15735
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5262092,135.5061132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da15735
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5262092,135.5061132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da15735
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5704481,135.4745376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8315+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8F%B1%E6%9C%A8%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%92%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.5130201,135.4754441,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8315+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8F%B1%E6%9C%A8%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%92%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.5130201,135.4754441,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8315+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8F%B1%E6%9C%A8%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%92%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.5130201,135.4754441,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8247+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%B1%B1%EF%BC%98%EF%BC%94%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5170741,135.5045469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da0d4e27ce55:0xd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8247+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%B1%B1%EF%BC%98%EF%BC%94%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5170741,135.5045469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da0d4e27ce55:0xd
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(福）悠人会

介護老人保健施設　サンガーデン府
中

介護老人保健施設 和泉市
〒594-0021
和泉市山荘町1368-1

①ＪＲ阪和線「和泉府中」駅よりコミュニティバス（約
12分）「山荘」終点下車 徒歩約１分

TEL 072ｰ546-2001
FAX 072ｰ546-2007

前原　陽子 随時

サンガーデン府中は、「その人らしい人生」を支えます。明るく家庭的な雰囲気の中で利用者の意志と人格を尊重、常に利用者の
立場に立ってサービスを提供し、一日も早い家庭復帰を目指します。また、多様な機能・他職種連携によるチームケアを活かし地
域の在宅ケアを支援する施設です。福祉・介護の仕事に就こうと考えている方は　是非、実際の職場の雰囲気やサービスを直接
見に来て下さい。　緑豊かな大自然の中ゆったりとした時間の流れに気がつくはず、きっと介護（サンガーデン府中）が好きになり
ますよ！！

61

(福)隆生福祉会

淀川地域在宅サービスステーション
ゆめ

デイサービスセンター 大阪市
〒534-0001
大阪市都島区毛馬町
5-5-23

①「大阪」駅前より市バス「大東町」下車 徒歩５分
②地下鉄「都島駅」より市バス「赤川１丁目」下車 徒
歩１０分

TEL 06-6929-8801
FAX 06-6929-8802

大野 随時
法人理念「5つの笑顔」（ご利用者様の笑顔・ご家族様の笑顔・地域の笑顔・職員の笑顔・法人の笑顔）の隆生福祉会で
す。是非、当施設の笑顔を体験してみてください。ご利用者様とお話や簡単な作業、散歩、おやつ･食事の配膳、レクレー
ションなど「ふれあい」を楽しんでいただけたらと思います。

61
(福)隆生福祉会

デイサービスセンターゆめ長居公園
デイサービスセンター 大阪市

〒546-0014
大阪市東住吉区鷹合
3-1-33

①近鉄南大阪線「針中野」駅より徒歩約１５分
②地下鉄「長居」駅より徒歩約１５分

TEL 06-4700-5677
FAX 06-4700-5680

岡田 随時
法人理念「5つの笑顔」（ご利用者様の笑顔・ご家族様の笑顔・地域の笑顔・職員の笑顔・法人の笑顔）の隆生福祉会で
す。是非、当施設の笑顔を体験してみてください。ご利用者様とお話や簡単な作業、散歩、おやつ･食事の配膳、レクレー
ションなど「ふれあい」を楽しんでいただけたらと思います。

61
(福)隆生福祉会

グループホームゆめ長居公園
グループホーム 大阪市

〒546-0014
大阪市東住吉区鷹合
3-1-33

①近鉄南大阪線「針中野」駅より徒歩約１５分
②地下鉄「長居」駅より徒歩約１５分

TEL 06-4700-5677
FAX 06-4700-5680

岡田 随時
法人理念「5つの笑顔」（ご利用者様の笑顔・ご家族様の笑顔・地域の笑顔・職員の笑顔・法人の笑顔）の隆生福祉会で
す。是非、当施設の笑顔を体験してみてください。ご利用者様とお話や簡単な作業、散歩、おやつ･食事の配膳、レクレー
ションなど「ふれあい」を楽しんでいただけたらと思います。

61
(福)隆生福祉会

特別養護老人ホーム　ゆめあまみ
特別養護老人ホーム 大阪市

〒546-0023
大阪市東住吉区矢田
7-6-10　阿麻美許曽
神社境内

①近鉄南大阪線「河内天美」駅より徒歩約１５分
②地下鉄「あびこ駅」より日本城バス「阿麻美神社
前」下車すぐ

TEL 072-349-0363
FAX 072-349-0373

寺本 随時
法人理念「5つの笑顔」（ご利用者様の笑顔・ご家族様の笑顔・地域の笑顔・職員の笑顔・法人の笑顔）の隆生福祉会で
す。是非、当施設の笑顔を体験してみてください。ご利用者様とお話や簡単な作業、散歩、おやつ･食事の配膳、レクレー
ションなど「ふれあい」を楽しんでいただけたらと思います。

62

(福)大協会

特別養護老人ホーム　ハートフルふ
しお

特別養護老人ホーム 池田市
〒563-0011
池田市伏尾町12-1

①阪急電車宝塚線「池田」駅より阪急バス「久安寺」
（１５分）下車 徒歩約１分

TEL 072-754-2901
FAX 072-754-1326

瀬戸　智恵子 ―
ハートフルふしおでは、入居者に明るく楽しい老後を過ごしていただくために、クラブ活動や、四季折々に工夫して様々な
行事を計画しています。（社福）大協会は、特別養護老人ホーム、デイサービス、ヘルプサービス、ケアプランセンター、地
域包括支援センターの事業を行い、地域の高齢者をして支援しています。

67
(福)天王福祉会

障がい者支援施設　茨木学園
障害者更生施設 茨木市

〒568-0097
茨木市泉原37-1

①阪急・JR「茨木」駅より阪急バス 忍頂寺・余野行
「千堤寺口」下車 徒歩約１分

TEL 072-649-4900
FAX 072-649-2111

吉武　貞直 日曜日以外
まずは施設の雰囲気を肌で、その目で感じ取ってください。どのような方が利用されているか、どのような業務を遂行する
のか、どのような人が職務に携わっているのか・・・すべてはそこからスタートです。お気軽にご連絡ください。

67
(福)天王福祉会

特別養護老人ホーム　茨木荘
特別養護老人ホーム 茨木市

〒568-0097
茨木市泉原37-6

①阪急・JR「茨木」駅より阪急バス 忍頂寺・余野行
「千堤寺口」下車 徒歩約１分

TEL 072-649-4000
FAX 072-649-4038

金子　謙一 随時
まずは施設の雰囲気を肌で、その目で感じ取ってください。どのような方が利用されているか、どのような業務を遂行する
のか、どのような人が職務に携わっているのか・・・すべてはそこからスタートです。お気軽にご連絡ください。

67
(福)天王福祉会

老人保健施設　清渓苑
介護老人保健施設 茨木市

〒568-0097
茨木市泉原38-1

①阪急・JR「茨木」駅より阪急バス 忍頂寺・余野行
「千堤寺口」下車 徒歩約１分

TEL 072-649-4000
FAX 072-649-4038

金子　謙一 随時
まずは施設の雰囲気を肌で、その目で感じ取ってください。どのような方が利用されているか、どのような業務を遂行する
のか、どのような人が職務に携わっているのか・・・すべてはそこからスタートです。お気軽にご連絡ください。

67
(福)天王福祉会

ケアハウス　グリーンビラいばらき
ケアハウス 茨木市

〒568-0097
茨木市泉原62

①阪急・JR「茨木」駅より阪急バス 忍頂寺・余野行
「千堤寺口」下車 徒歩約１分

TEL 072-649-3700
FAX 072-649-3331

坂口　直人 随時
まずは施設の雰囲気を肌で、その目で感じ取ってください。どのような方が利用されているか、どのような業務を遂行する
のか、どのような人が職務に携わっているのか・・・すべてはそこからスタートです。お気軽にご連絡ください。

67
(福)天王福祉会

障がい者支援施設　第２茨木学園
障害者更生施設 茨木市

〒568-0097
茨木市泉原70

①阪急・JR「茨木」駅より阪急バス 忍頂寺・余野行
「千堤寺口」下車 徒歩約１分

TEL 072-649-2800
FAX 072-649-3332

渡辺　秀樹 日曜日以外
まずは施設の雰囲気を肌で、その目で感じ取ってください。どのような方が利用されているか、どのような業務を遂行する
のか、どのような人が職務に携わっているのか・・・すべてはそこからスタートです。お気軽にご連絡ください。

68
(福)久栄会

養護老人ホーム　みのり苑
養護老人ホーム 大阪市

〒544-0013
大阪市生野区巽中2-
14-1

①地下鉄千日前線「南巽」駅より徒歩約10分
TEL 06-6756-5200
FAX 06-6756-6688

沖　亮栄 随時
定員50名の全室個室の養護老人ホームです。特別養護老人ホームと勘違いされることが多いので、まずは体験を通して
施設の雰囲気を味わい、入所者や職員とのふれあいの中で、介護の仕事に関心を持ってもらいたいと思います。日時は、
随時調整させていただきます。（ただし、希望の日時に対応できないときもあります。）

68
(福)久栄会

グループホーム　みのり苑
グループホーム 大阪市

〒544-0013
大阪市生野区巽中2-
14-1

①地下鉄千日前線「南巽」駅より徒歩約10分
TEL 06-6756-5200
FAX 06-6756-6688

沖　亮栄 随時
１ユニット6名定員のアットホームなグループホームです。（養護老人ホームに併設しています。）体験を通して施設の雰囲
気を味わい、利用者や職員とのふれあいの中で、介護の仕事に関心を持ってもらいたいと思います。日時は、随時調整さ
せていただきます。（ただし、希望の日時に対応できないときもあります。）

68

(福)久栄会

特別養護老人ホーム　インパレスみ
のり苑

特別養護老人ホーム 大阪市
〒544-0013
大阪市生野区巽中3-
14-3

①地下鉄千日前線「南巽」駅より徒歩約10分 TEL 06-6756-5200
FAX 06-6756-6688

沖　亮栄 随時
定員94名の特別養護老人ホームです。施設の雰囲気を味わい、入所者や職員とのふれあいの中で、介護の仕事に関心
を持ってもらいたいと思います。日時は、随時調整させていただきます。（ただし、希望の日時に対応できないときもありま
す。）

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】5/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%B1%B1%E8%8D%98%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.4881573,135.446947,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c5533a5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%B1%B1%E8%8D%98%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.4881573,135.446947,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c5533a5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%AF%9B%E9%A6%AC%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%AF%9B%E9%A6%AC%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%AF%9B%E9%A6%AC%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%B7%B9%E5%90%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6123084,135.5249704,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%B7%B9%E5%90%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6123084,135.5249704,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%B7%B9%E5%90%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6123084,135.5249704,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%B7%B9%E5%90%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6123084,135.5249704,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%B7%B9%E5%90%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6123084,135.5249704,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%B7%B9%E5%90%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6123084,135.5249704,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.5955548,135.5278011,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.5955548,135.5278011,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.5955548,135.5278011,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.5955548,135.5278011,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%BC%8F%E5%B0%BE%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8602147,135.4440557,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f763bd87c2e9:0x67884ae4db
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%BC%8F%E5%B0%BE%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8602147,135.4440557,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f763bd87c2e9:0x67884ae4db
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%93%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8903552,135.5274707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000feb42bf186b3:0xe8ccf22d2fe1ff49!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%93%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8903552,135.5274707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000feb42bf186b3:0xe8ccf22d2fe1ff49!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%93%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%96/@34.8893553,135.5278012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000feb6a0af9f1f:0xfadb326ab74cd70e!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%93%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%96/@34.8893553,135.5278012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000feb6a0af9f1f:0xfadb326ab74cd70e!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.889172,135.5276235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000feb401f58c81:0x1b11c280092ed2f5!8m2
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%93%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.889172,135.5276235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000feb401f58c81:0x1b11c280092ed2f5!8m2
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%96%EF%BC%92+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%81%84%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8D/@34.889212
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%96%EF%BC%92+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%81%84%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8D/@34.889212
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%97%EF%BC%90+%E7%AC%AC%EF%BC%92%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%AD%A6%E5%9C%92/@34.890506,135.5283265,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92568-0097+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B3%89%E5%8E%9F%EF%BC%97%EF%BC%90+%E7%AC%AC%EF%BC%92%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%AD%A6%E5%9C%92/@34.890506,135.5283265,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6485021,135.5493038,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6485021,135.5493038,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6485021,135.5493038,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6485021,135.5493038,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6485021,135.5493038,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6485021,135.5493038,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.647655,135.5495761,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.647655,135.5495761,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.647655,135.5495761,17z/data=!3m1!4
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68

(福)久栄会

インパレスみのり苑デイサービスセ
ンター

デイサービスセンター 大阪市
〒544-0013
大阪市生野区巽中3-
14-3

①地下鉄千日前線「南巽」駅より徒歩約10分
TEL 06-6756-5200
FAX 06-6756-6688

沖　亮栄 随時
定員30名のデイサービスセンターです。特別養護老人ホームに併設している事業所です。事業所の雰囲気を味わい、利
用者や職員とのふれあいの中で、介護の仕事に関心を持ってもらいたいと思います。日時は、随時調整させていただきま
す。（ただし、希望の日時に対応できないときもあります。）

76
(福)聖徳園

ひらかた聖徳園
特別養護老人ホーム 枚方市

〒573-0084
枚方市香里ケ丘3-
15-1

①京阪電車「枚方市」駅より京阪バス香里園行・枚
方公園行「香里橋」下車 徒歩約２分
②京阪電車「香里園」駅より京阪バス 枚方市駅行
「香里橋」下車 徒歩約２分

TEL 072-854-5826
FAX 072-852-7105

神山　欣子 ―
・初めての方でも、基礎から指導しますので安心してお来し下さい。　・入居者とのコミュニケーション　・介助場面の見学、
体験

79
(福)白寿会

特別養護老人ホーム　白寿苑
特別養護老人ホーム 大阪市

〒557-0063
大阪市西成区南津守
7-12-32

①地下鉄四ツ橋「北加賀屋」駅より徒歩約７分
TEL 06-6651-2210
FAX 06-6651-6060

鈴木　貴子 随時

平成7年2月に開設した特養です。開設当初からの従来型（4人部屋、2人部屋、個室があります）と、平成17年に増床した
ユニット型（すべて個室で、10名に1つのリビング・ダイニング・キッチン・お風呂があります）の2種類の施設があります。当
日は、担当させていただく職員について、実際の仕事の中身を見学いただきつつ、直接お願いできる仕事の体験もしてい
ただいています。法人のfacebookにいろいろな写真を掲載していますので、選択の際の参考にしてください！

79
(福)白寿会

デイサービスセンター白寿苑
デイサービスセンター 大阪市

〒557-0063
大阪市西成区南津守
7-12-32

①地下鉄四ツ橋「北加賀屋」駅より徒歩約７分
TEL 06-6651-2210
FAX 06-6651-6060

鈴木　貴子 随時

「一般デイ（30名）」と「認知症対応型デイ（10名）」の2つのデイサービスがあります。どちらも「送迎」「入浴」「食事」「機能訓
練」「レクリエーション」が提供できる体制です。大人数で楽しむイベントやレクリエーションも企画しますが、数多くの「クラブ
活動」や、「外食・外出」のプログラムもしており、ご利用者個別のニーズに添った過ごし方をしていただけるように工夫して
います。法人のfacebookにも日々の様子を写真とともに掲載していますので、選択の際の参考にしてください！

79
(福)白寿会

ヘルパーステーション白寿苑
訪問介護 大阪市

〒557-0063
大阪市西成区南津守
7-14-33

①地下鉄四ツ橋「北加賀屋」駅より徒歩約７分
TEL 06-6651-2210
FAX 06-6651-6060

鈴木　貴子 随時

訪問介護という仕事が大好きな職員が集まっている職場です。高齢者の方のご自宅への訪問と、障がいのある方のご自
宅への訪問の両方をしています。どちらかご希望があれば添うことも可能です。西成区と住之江区（西成区隣接の地域）
が活動地域で、訪問には自転車を使用します。ご自宅で暮らす、援助が必要な方にとって、訪問介護は欠かせないサービ
スです。ご自分らしく生活することを直接支えるやりがいのある仕事をぜひ体験してみてください！

79
(福)白寿会

有料老人ホームつむぎ園
有料老人ホーム 大阪市

〒557-0063
大阪市西成区南津守
7-14-33

①地下鉄四ツ橋「北加賀屋」駅より徒歩約７分
TEL 06-6651-2210
FAX 06-6651-6060

鈴木　貴子 随時

30名定員の有料老人ホームです。日々の暮らしやケアを大事にしながら、「グッドアシストサービス」という入居者一人ひと
りのニーズに応える独自の取組みや、喫茶やサークル活動も充実させてきました。季節行事にも力を入れています。体験
にお越しいただいたとき、いろいろな側面を垣間見て頂ければと思います！法人のfacebookにも日々の様子を写真ととも
に掲載していますので、選択の際の参考にしてください。

82

(福)桃林会

特別養護老人ホーム　とりかい白鷺
園

特別養護老人ホーム 摂津市
〒566-0064
摂津市鳥飼中1-19-8

①JR「千里丘」駅より阪急・近鉄バス「勝安寺」下車
徒歩約２分

TEL 072-654-5094
FAX 072-654-3494

施設長　百武/
北井

随時
特別養護老人ホーム入所の方に携わる介護業務全般を体験していただきます。昼食：施設で食事を準備します。（400円
実費必要）

82
(福)桃林会

養護老人ホーム　とりかい白鷺園
養護老人ホーム 摂津市

〒566-0064
摂津市鳥飼中1-19-8

①JR「千里丘」駅より阪急・近鉄バス「勝安寺」下車
徒歩約２分

TEL 072-654-5094
FAX 072-654-3494

施設長　百武/
北井

随時
養護老人ホーム入所の方に携わる介護業務全般を体験していただきます。昼食：施設で食事を準備します。（400円実費
必要）

82

(福)桃林会

ショートステイホーム　とりかい白鷺
園

ショートステイ 摂津市
〒566-0064
摂津市鳥飼中1-19-8

①JR「千里丘」駅より阪急・近鉄バス「勝安寺」下車
徒歩約２分

TEL 072-654-5094
FAX 072-654-3494

施設長　百武/
北井

随時 ショートステイホームでの介護業務全般を体験していただきます。昼食：施設で食事を準備します。（400円実費必要）

82

(福)桃林会

デイサービスセンター　とりかい白鷺
園

デイサービスセンター 摂津市
〒566-0064
摂津市鳥飼中1-19-8

①JR「千里丘」駅より阪急・近鉄バス「勝安寺」下車
徒歩約２分

TEL 072-654-5094
FAX 072-654-3494

施設長　百武/
北井

随時 デイサービスセンターでの介護業務全般を体験していただきます。昼食：施設で食事を準備します。（400円実費必要）

85
(福)長生会

特別養護老人ホーム　美野の里
特別養護老人ホーム

南河内郡
太子町

〒583-0992
南河内郡太子町山田
2550

①近鉄南大阪線「喜志」駅より金剛バス太子葉室循
環線「御陵前」下車 東へ徒歩約１０分

TEL 0721-98-4165
FAX 0721-98-5200

内田　康代 随時
「美野の里はご利用者のために存在します。」を経営理念に、地域に愛され・信頼され・貢献できる施設を目指し、ご利用
者に寄り添いながら、ご利用者の大切な時間を共生させていただいています。　体験できる職種は、介護職・相談職です。
体験に際して、希望・要望等がありましたらお申し出下さい。未経験者・無資格者の体験も歓迎します。

85
(福)長生会

デイサービスセンター　美野の里
デイサービス

南河内郡
太子町

〒583-0992
南河内郡太子町山田
2550

①近鉄南大阪線「喜志」駅より金剛バス太子葉室循
環線「御陵前」下車 東へ徒歩約１０分

TEL 0721-98-4165
FAX 0721-98-5200

内田　康代 随時
　「美野の里はご利用者のために存在します。」を経営理念に、地域に愛され・信頼され・貢献できる施設を目指し、ご利用
者に寄り添いながら、ご利用者の大切な時間を共生させていただいています。体験できる職種は、介護職・相談職です。
体験に際して、希望・要望等がありましたらお申し出下さい。未経験者・無資格者の体験も歓迎します。

85
(福)長生会

グループホーム　美野の里
グループホーム

南河内郡
太子町

〒583-0992
南河内郡太子町山田
2550

①近鉄南大阪線「喜志」駅より金剛バス太子葉室循
環線「御陵前」下車 東へ徒歩約１０分

TEL 0721-98-4165
FAX 0721-98-5200

内田　康代 随時
　「美野の里はご利用者のために存在します。」を経営理念に、地域に愛され・信頼され・貢献できる施設を目指し、ご利用
者に寄り添いながら、ご利用者の大切な時間を共生させていただいています。　体験できる職種は、介護職・相談職です。
体験に際して、希望・要望等がありましたらお申し出下さい。未経験者・無資格者の体験も歓迎します。

87
(福)四条畷福祉会

なわて更生園
障害者支援施設 四條畷市

〒575-0022
四條畷市南野2463

①JR学研都市線「四条畷」駅
TEL 072-876-3334
FAX 072-876-6006

上森　敬二 随時
未経験の世界に踏み込む勇気に敬服いたします。その勇気をバネにあなたの人生を切り開いてください。きっと知的障が
い者との世界はあなたの価値観を深めてくれるでしょう。体験に際して、希望・要望がありましたらお申出下さい。経験や資
格の有無は問いません。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】6/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.647655,135.5495761,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.647655,135.5495761,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E4%B8%AD%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.647655,135.5495761,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0084+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%A6%99%E9%87%8C%E3%82%B1%E4%B8%98%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.792801,135.6552723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0084+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%A6%99%E9%87%8C%E3%82%B1%E4%B8%98%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.792801,135.6552723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0084+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%A6%99%E9%87%8C%E3%82%B1%E4%B8%98%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.792801,135.6552723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6242651,135.4814
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6242651,135.4814
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6242651,135.4814
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6242651,135.4814
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6242651,135.4814
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6242651,135.4814
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B037'21.9%22N+135%C2%B028'57.0%22E/@34.622745,135.4803223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.622745!4d135.482511
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B037'21.9%22N+135%C2%B028'57.0%22E/@34.622745,135.4803223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.622745!4d135.482511
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B037'21.9%22N+135%C2%B028'57.0%22E/@34.622745,135.4803223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.622745!4d135.482511
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B037'21.9%22N+135%C2%B028'57.0%22E/@34.622745,135.4803223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.622745!4d135.482511
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B037'21.9%22N+135%C2%B028'57.0%22E/@34.622745,135.4803223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.622745!4d135.482511
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B037'21.9%22N+135%C2%B028'57.0%22E/@34.622745,135.4803223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.622745!4d135.482511
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'46.0%22N+135%C2%B035'30.5%22E/@34.779448,135.5896073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.779448!4d135.591796
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0992+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E5%B1%B1%E7%94%B0%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5140477,135.6553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%97%E9%87%8E%EF%BC%88%E5%A4%A7%E5%AD%97%EF%BC%89%EF%BC%92%EF%BC%94%EF%BC%96%EF%BC%93/@34.7354896,135.6488252,17.21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011f6836926a71:0xacded079896663a1!2z44CSNTc1LTAwMjIg5aSn6Ziq5bqc5Zub5qKd55W35biC5Y2X6YeO77yI5aSn5a2X77yJ77yS77yU77yW77yT!3b1!8m2!3d34.7305722!4d135.6564289!3m4!1s0x60011f6836926a71:0xacded079896663a1!8m2!3d34.7305722!4d135.6564289
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%97%E9%87%8E%EF%BC%88%E5%A4%A7%E5%AD%97%EF%BC%89%EF%BC%92%EF%BC%94%EF%BC%96%EF%BC%93/@34.7354896,135.6488252,17.21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011f6836926a71:0xacded079896663a1!2z44CSNTc1LTAwMjIg5aSn6Ziq5bqc5Zub5qKd55W35biC5Y2X6YeO77yI5aSn5a2X77yJ77yS77yU77yW77yT!3b1!8m2!3d34.7305722!4d135.6564289!3m4!1s0x60011f6836926a71:0xacded079896663a1!8m2!3d34.7305722!4d135.6564289
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87
(福)四条畷福祉会

津の辺
生活介護（知的障害者） 大東市

〒574-0016
大東市南津の辺町1-
43

①JR学研都市線「野崎」駅
TEL 072-878-1118
FAX 072-878-1195

小野　浩史 随時
未経験の世界に踏み込む勇気に敬服いたします。その勇気をバネにあなたの人生を切り開いてください。きっと知的障が
い者との世界はあなたの価値観を深めてくれるでしょう。体験に際して、希望・要望がありましたらお申出下さい。経験や資
格の有無は問いません。

89

(福)ライフサポート協会

大領地域の家　小規模多機能型居
宅介護であい

小規模多機能型居宅介護 大阪市
〒558-0001
大阪市住吉区大領5-
6-2

①南海高野線「住吉東」駅より約800ｍ
②阪和線「長居」駅より徒歩約800ｍ

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広 随時

大領地域の家であいは、当法人の理念である「すべての人が尊敬される社会の実現」を体現すべく、そのような状況の方
でも、”地域の中で”暮らし続けられるための資源として、高齢者・障がいのある方ともに活動し、生活できる拠点として開
設した複合型施設です。ご利用者がサービスごとの垣根を越えて日々交流されているのは当施設ならではの光景です。そ
の楽しさをいっしょに味わってみませんか。是非一度お越しください。

89

(福)ライフサポート協会

大領地域の家　グループホームであ
い

グループホーム 大阪市
〒558-0001
大阪市住吉区大領5-
6-2

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約10分
②阪和線「長居」駅より徒歩約10分

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広 ー

介護は必要になっても地域のなかで暮らしたい・・・であいグループホームは9名での暮らしの場です。入居の場所で暮らし
が完結することなく、おひとりおひとりの思いを大事にしながら、思い出の場所などに日々出かけたりしています。私たち
は、いくつになっても地域との結びつきを大事にしていくことをモットーに日々励んでいます。“地域のなかでの暮らし”を是
非体験してみてください。

89
(福)ライフサポート協会

大領地域の家であい
生活介護 大阪市

〒558-0001
大阪市住吉区大領5-
6-2

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約10分
②阪和線「長居」駅より徒歩約10分

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広
月～金

（土日祝休）

主な活動は、「アート・さをり織・手芸雑貨」などのモノ作りです。その作品の展示・販売、絵画展での入選を目標にご利用
者は日々頑張っています。「上手に描く」など、作品の質を高めるような指図は一切していません。ご利用者が思いのまま
ののびのびと表現できるような、雰囲気作りに力を入れています。芸術に関する知識は全く必要ありません。ご利用者の
活躍を、傍らでニコニコしながら、ゆっくりとした時間を共に過ごしましょう。

89
(福)ライフサポート協会

特別養護老人ホーム　なごみ

特別養護老人ホームショー
トステイ

大阪市
〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東5-10-15

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約160m
②阪堺線「神ノ木」駅より 徒歩約500m

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広 随時

なごみはユニットケアを実施し、その方の今まで歩んできた生活スタイルをできる限り尊重しています。施設ではなく、「住
まい」に近い空間づくりで入居者の尊厳と生活を守り、イベントや交流行事、ボランティアの受入等、地域とつながる工夫も
取り入れています。当たり前のことを当たり前に、その人らしい今を大切に･･･いつかここが「我が家」と思っていただけるよ
うな家庭的な場となるよう支援しています。

89
(福)ライフサポート協会

なごみデイサービス
デイサービス 大阪市

〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東5-10-15

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約160m
②阪堺線「神ノ木」駅より 徒歩約500m

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広 随時

高齢者デイサービスの職場体験を受け入れます。「ひとりじゃないって素敵なことね」を合言葉に、利用者のみなさまととも
に考え、ともに笑いあえる家庭的なデイサービスです。個別援助と集団援助をともに大切にし、つながりを実感できるかか
わりをしています。季節感を大切にしたおやつ作り、新年会、お花見、お楽しみ会、季節風呂、園芸、外出、園児との交流
会等を企画し、毎日笑顔と明るい声が聞こえるデイサービスです。

89
(福)ライフサポート協会

小規模多機能型居宅介護　きずな
小規模多機能型居宅介護 大阪市

〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東5-8-3

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約20m
②阪堺線「神ノ木」駅より徒歩約500m

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広

随時　終日体験して
いただいた方がよ
いとおもわれます。
年中無休です。

中学校区に１施設、地域に密着した小さな単位が拠点となっている施設です。利用者同士が顔なじみの関係であったり、
家族さんや地域の方が気軽に集える場所でもありアットホームな雰囲気満載です。まるで自宅でくつろぐかのような暖かい
施設で体験をしてみませんか。
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(福)ライフサポート協会

こころの相談ネットふうが
地域活動支援センター 大阪市

〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東5-8-3

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約20m
②阪堺線「神ノ木」駅より徒歩約500m

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広
火～土

10：00～16：00

「こころの相談ネットふうが」では、地域活動支援センターの運営（相談支援、サロン運営等）を基盤に、計画相談支援事業
（障がい者ケアマネジメント）、地域生活移行支援事業などを行っています。業務は多岐に渡っており、一見してわかりにく
いとは思いますが、業務を体験していただく事で、「ふうが」が大切にしている「つながりづくり」や「利用者本位の支援関係
づくり」の一端を感じていただければと思います。
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(福)ライフサポート協会

障がい者活動センター　オガリ作業
所

生活介護 大阪市
〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東5-8-7

①南海高野線「住吉東」駅より徒歩約80m
②阪堺線「神ノ木」駅より徒歩約500m

TEL 06-6676-0753
FAX 06-6676-4006

萩原　昭広 随時

障がいの重い方への介護と活動支援の「生活介護」、清掃や製パンといった就労への支援を行う「就労継続支援」の制度
を活用し、身体や知的に重い障がいをもつ方一人ひとりに応じた多様な作業・活用内容・行事を行っています。障がいの
状況に応じた「働く支援」「活動する価値」を大切にし、コミュニケーションを大事に、支援者ではなく伴走者のように「ともに」
活動します。職員は様々な角度から話し合い、支援を行っています。

90
(福)豊年福祉会

特別養護老人ホーム　明星

特別養護老人ホームショー
トステイ

交野市
〒576-0016
交野市星田8-6-7

①JR学研都市線「星田」駅より東へ徒歩約10分
TEL 072-891-2029
FAX 072-891-2093

木本　敬之 ー
入居者が居心地が良いと感じていただける施設、職員が働きやすい施設をめざしています。ISO9001を取得している施設
です。　業務内容は日常の生活介護です。食事、入浴、排泄の各介護を主に色々なイベントやレクレーションも行っていま
す。体験の方は見学や見守りが主になると思います。
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(福)豊年福祉会

デイサービスセンター　明星
デイサービス 交野市

〒576-0016
交野市星田8-6-7

①JR学研都市線「星田」駅より東へ徒歩約10分
TEL 072-894-1561
FAX 072-891-2093

高橋 ー
ISO9001を取得している施設です。入居者はもちろん職員も大切にします。　業務内容は日常の生活介護です。色々なレク
レーション、食事、入浴、排泄の各介護を行います。体験の方は見学や見守りが主になると思います。

90
(福)豊年福祉会

特別養護老人ホーム　天の川明星

特別養護老人ホームショー
トステイ

交野市
〒576-0016
交野市藤が尾2-5-22

①JR学研都市線「河内磐船」駅より徒歩約２０分
②京阪電車交野線「河内森」駅より徒歩約１５分

TEL 072-894-3029
FAX 072-894-3028

岡島　みどり ー
ISO9001を取得している施設です。入居者はもちろん職員も大切にします。　業務内容は日常の生活介護です。食事、入
浴、排泄の各介護を主に色々なイベントやレクレーションも行います。体験の方は見学や見守りが主になると思います。

90
(福)豊年福祉会

デイサービスセンター　天の川
デイサービス 交野市

〒576-0016
交野市藤が尾2-5-22

①JR学研都市線「河内磐船」駅より徒歩約20分
②京阪電車交野線「河内森」駅より徒歩約15分

TEL 072-894-1029
FAX 072-894-3028

芝田　裕昭 ー
ISO9001を取得している施設です。利用者はもちろん職員も大切にします。　業務内容は日常の生活介護です。色々なレク
レーション、食事、入浴、排泄の各介護を行います。体験の方は見学や見守りが主になると思います。

90
(福)豊年福祉会

ハートフルステーションいわふね
生活介護 交野市

〒576-0033
交野市私市2-14-14

①JR学研都市線「河内磐船」駅より徒歩約2分
②京阪電車交野線「河内森」駅より徒歩約8分

TEL 072-893-8604
FAX 072-893-8604

福田　幹樹 随時
「働きたい！」「興味がある！」を応援します。すべての人が楽しく・笑顔で・安心して過ごせる場として、利用者様の日中活
動の充実を図っています。初めての方でも、基礎から指導しますので、安心して下さい。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】7/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%B4%A5%E3%81%AE%E8%BE%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.722184,135.631823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f9c08df0881:0xa3f98e2c36bf5342!8m2!3d34.722184!4d135.634017
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%B4%A5%E3%81%AE%E8%BE%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.722184,135.631823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f9c08df0881:0xa3f98e2c36bf5342!8m2!3d34.722184!4d135.634017
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%B4%A5%E3%81%AE%E8%BE%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.722184,135.631823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f9c08df0881:0xa3f98e2c36bf5342!8m2!3d34.722184!4d135.634017
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%A0%98%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6126889,135.5020255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6127544
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6127544
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6127544
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6127544
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6127544
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6127544
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6136637,135.4963511,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6136637,135.4963511,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6136637,135.4963511,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6136637,135.4963511,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6136637,135.4963511,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6136637,135.4963511,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B036'47.2%22N+135%C2%B029'53.2%22E/@34.613126,135.4959253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.613126!4d135.498114
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B036'47.2%22N+135%C2%B029'53.2%22E/@34.613126,135.4959253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.613126!4d135.498114
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B036'47.2%22N+135%C2%B029'53.2%22E/@34.613126,135.4959253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.613126!4d135.498114
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%98%9F%E7%94%B0%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7639685,135.6681157,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ed6f62854c5:0xc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%98%9F%E7%94%B0%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7639685,135.6681157,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ed6f62854c5:0xc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%98%9F%E7%94%B0%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7639685,135.6681157,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ed6f62854c5:0xc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%98%9F%E7%94%B0%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7639685,135.6681157,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ed6f62854c5:0xc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E8%97%A4%E3%81%8C%E5%B0%BE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7700264,135.6763842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E8%97%A4%E3%81%8C%E5%B0%BE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7700264,135.6763842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E8%97%A4%E3%81%8C%E5%B0%BE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7700264,135.6763842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E8%97%A4%E3%81%8C%E5%B0%BE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7700264,135.6763842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%A7%81%E5%B8%82%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7755343,135.6811199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%A7%81%E5%B8%82%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7755343,135.6811199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
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90
(福)豊年福祉会

デイサービスセンターきさべ
デイサービス 交野市

〒576-0052
交野市私部1-55-10

①京阪電車交野線「交野市」駅より徒歩約20分
TEL 072-810-7050
FAX 072-810-7049

西中　宏 ー
利用者個人のニーズを活かした介護を目指しています。職員も大切にします。　業務内容は日常の生活介護です。色々な
レクレーション、食事、入浴、排泄の各介護を行います。体験の方は見学や見守りが主になると思います。

93
(福)久義会

特別養護老人ホーム　高秀苑
特別養護老人ホーム 八尾市

〒581-0823
八尾市桂町5-11-6

①近鉄「河内山本」・「河内花園」駅より近鉄バス「北
山本」下車 西へ徒歩約３分

TEL 072-922-5355
FAX 072-922-6222

山下　聡理 随時
ユニットケアについて色々と学んで頂くことができると思います。「自分だったら施設に入居するとしたら、どんな風に暮らし
たいか？」その視点を大切に体験して頂きたいと思います。

95

(福)石井記念愛染園

日本橋地域在宅サービスステーショ
ン

デイサービスセンター 大阪市
〒556-0002
大阪市浪速区恵美須
東2-1-4

①Osaka Metro堺筋線「恵美須町」駅より徒歩約５分
TEL 06-6632-2340
FAX 06-6630-3336

徳山　基治 土日祝以外

当施設は、病院や保育所等を運営している社会福祉法人石井記念愛染園が、平成８年に開設したデイサービスや在宅介
護支援事業を行う、通天閣直下の地域に溶け込んだ施設です。高齢者だけでなく地域の全ての皆様が参加できるような
施設を目指して介護の仕事に取り組んでいます。介護事業に深い関心と熱意のある方、是非一度当施設へお越しくださ
い。職場体験への参加をお待ちしています。

95
(福)石井記念愛染園

特別養護老人ホームあいぜん
特別養護老人ホーム 大阪市

〒556-0005
大阪市浪速区日本橋
5-16-19

①Osaka Metro堺筋線「恵美須町」駅より１B出口か
ら 徒歩約２分

TEL 06-6634-8965
FAX 06-6634-8936

藤原　嘉江 随時

当施設は、病院や保育所等を運営している社会福祉法人石井記念愛染園が、平成１３年に開設した施設で、すぐ隣に愛
染橋病院が併設しており、医療のバックアップ体制も整備されている老人ホームです。入居者１人１人の「その人らしい暮
らしを大切に」をモットーに介護の仕事に取り組んでいます。介護事業に深い関心と熱意のある方、是非一度当施設へお
越しください。職場体験への参加をお待ちしています。

95

(福)石井記念愛染園

愛染園ホームヘルプサービスセン
ター

訪問介護 大阪市
〒556-0005
大阪市浪速区日本橋
5-16-19

①Osaka Metro堺筋線「恵美須町」駅より徒歩約1分
TEL 06-6634-8977
FAX 06-6634-8943

寺下　文雄 随時
職員がマンツーマンで解りやすく親切丁寧に指導を行っております。資格や経験のない方もお気軽にお申込みください。
資格取得のための勉強会も行っております。

95

(福)石井記念愛染園

愛染園ホームヘルプサービスセン
ターなんば

訪問介護 大阪市
〒556-0023
大阪市浪速区稲荷1-
7-32

①JR「難波」駅より徒歩５分
②Osaka Metro四つ橋線「なんば」駅より徒歩７分
③Osaka Metro千日前線「桜川」駅より徒歩７分

TEL 06-6563-3210
FAX 06-6563-3230

荒木　由紀子 随時
施設介護とはまた違った、在宅介護（利用者のご自宅での介護）の現場で、高齢者とのふれあいによる驚きと感動を私た
ちと一緒に体験してみませんか。

103
(福)弥栄福祉会

弥栄園
特別養護老人ホーム

泉南郡
熊取町

〒590-0405
泉南郡熊取町大久保
南3-1380-1

①ＪＲ「熊取」駅より徒歩約２０分（タクシーで１メー
ター）

TEL 072-452-7030
FAX 072-452-7264

古家　和 随時

１．入園者に対して不快感を与えないよう、笑顔で対応をお願い致します。また、利用者に関して知り得た情報を外部に漏
洩しないようにお願い致します。２．入園されている方々との関わりをして頂きます。お話（コミニケーション）好きな方々もい
ます。普段聞く事がない様な事が聞けたり、高齢者の方々でも「私達と一緒だなあ」と身近に感じるお話が聞けると思いま
す。

103
(福)弥栄福祉会

くまとり弥栄園
障害者支援施設

泉南郡
熊取町

〒590-0405
泉南郡熊取町大久保
南3-1380-3

①ＪＲ「熊取」駅より徒歩約２０分（タクシーで１メー
ター）

TEL 072-452-7030
FAX 072-452-7264

古家　和 随時
１．入園者と一緒に創作活動を行ったり、身辺介助を通して、援助とは何かを考えてみませんか。２．入園者に対して不快
感を与えないよう、笑顔で対応をお願い致します。また、利用者に関して知り得た情報を外部に漏洩しないようにお願い致
します。

103
(福)弥栄福祉会

デイサービスセンター　第２弥栄園
デイサービス

泉南郡
熊取町

〒590-0405
泉南郡熊取町大久保
南3-1569-1

①ＪＲ「熊取」駅より徒歩約２０分（タクシーで１メー
ター）

TEL 072-452-7030
FAX 072-452-7264

古家　和 随時

１．入園者に対して不快感を与えないよう、笑顔で対応をお願い致します。また、利用者に関して知り得た情報を外部に漏
洩しないようにお願い致します。２．お年寄りの皆様に日帰りで、個別機能訓練・集団レクリェイション・入浴・食事サービス
等を提供して楽しんで頂いており、一日のカリキュラムに添った業務について説明し可能な範囲でお手伝いをお願いしま
す。

114
(福)ヤンググリーン

障害福祉さぽーと　ライフグリーン
生活介護（知的障害者） 東大阪市

〒578-0905
東大阪市川田4-4-8

①けいはんな線「吉田」駅より徒歩約15分
TEL 072-963-4838
FAX 072-963-4855

柳瀬　達也
月～金

9：00～17：20
当施設は１８歳以上の知的障がい者が通う施設です。主に内職仕事（商品の組立・箱詰等）を中心に日々頑張っていま
す。作業以外でも、体力づくりや音楽活動等も行っています。

119
(福)関西福祉会

陵東館秀光苑
グループホーム 堺市

〒591-8025
堺市北区長曾根町
1199-6

①地下鉄御堂筋線｢新金岡｣駅より西へ徒歩約７分
②ＪＲ阪和線、南海高野線 「三国ヶ丘」駅より南海バ
ス「労災病院前」下車 南へ徒歩約3分

TEL 072-252-6000
FAX 072-253-2941

渕上　聡司

随時：ただし、事業
所の行事等が重
なっている場合は、
日程を調整すること
があります。

平成14年に開設した特養併設のグループホームです。定員は１８名で、１ユニット9名のユニットケアに取り組んでいます。
家庭的で落ち着いた雰囲気の中で、馴染みのスタッフと家事や趣味を共に楽しみながら、充実した日常生活をお過ごしい
ただいています。
[持ち物：・上履き（スニーカーは不可）　・介助しやすい服装(介護着での通勤は不可）　・昼食　・筆記用具]

119
(福)関西福祉会

陵東館
特別養護老人ホーム 堺市

〒591-8025
堺市北区長曾根町
1210-1

①地下鉄御堂筋線｢新金岡｣駅より西へ徒歩約７分
②ＪＲ阪和線、南海高野線 「三国ヶ丘」駅より南海バ
ス「労災病院前」下車 南へ徒歩約3分

TEL 072-252-6000
FAX 072-253-2941

森　敏記

随時：ただし、事業
所の行事等が重
なっている場合は、
日程を調整すること
があります。

昭和58年に開設した都市型の特別養護老人ホームです。特養70名、ショートステイ30名の施設です。食事・入浴・排泄な
どの主たる介護及び日常生活の介護、健康管理、年間行事を通じて、入所者の生活に関わっていきます。介護の現場か
ら高齢者福祉について考えてまいりましょう。
[持ち物：・上履き（スニーカーは不可）　・介助しやすい服装(介護着での通勤は不可）　・昼食　・筆記用具]

119
(福)関西福祉会

陵東館長曽根
障害者支援施設 堺市

〒591-8025
堺市北区長曾根町
713-2

①地下鉄御堂筋線｢新金岡｣駅より西へ徒歩約７分
②ＪＲ阪和線・南海高野線 「三国ヶ丘」駅より南海バ
ス「北堺警察署前」下車 西へ徒歩約３分

TEL 072-259-0010
FAX 072-259-2941

大浦　悠生

随時：ただし、事業
所の行事等が重
なっている場合は、
日程を調整すること
があります。

平成11年に開設した、40歳以上の知的障害者の方を対象とした入所施設です。作業・訓練・多様な生活経験を通して、自
立の支援、豊かな暮らしの実現に向けて援助しています。
[持ち物：・上履き（スニーカーは不可）　・介助しやすい服装(介護着での通勤は不可）　・昼食　・筆記用具]

122
(福)慶徳会

特別養護老人ホーム　春菊苑
特別養護老人ホーム 茨木市

〒567-0035
茨木市見付山1-10-
25

①ＪＲ京都線「茨木」駅より徒歩約１５分
TEL 072-624-6500
FAX 072-622-3266

佐伯　卓哉 随時
当法人は高齢者福祉施設、児童養護施設、障がい児（者）福祉事業等、多種別の社会福祉事業を実施し、職員間の交流
や研修も積極的に実施しています。介護業務に興味のある方、将来介護の仕事に就きたい方、資格や経験はないが一度
体験してみたいという方はご応募ください。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】8/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0052+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%A7%81%E9%83%A8%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90+%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0052+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%A7%81%E9%83%A8%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90+%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/34°38'38.2%22N+135°36'50.8%22E/@34.643958,135.6119213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.643958!4d135.61411
https://www.google.co.jp/maps/place/34°38'38.2%22N+135°36'50.8%22E/@34.643958,135.6119213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.643958!4d135.61411
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%81%B5%E7%BE%8E%E9%A0%88%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6518258,135.5050244,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%81%B5%E7%BE%8E%E9%A0%88%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6518258,135.5050244,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%81%B5%E7%BE%8E%E9%A0%88%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6518258,135.5050244,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.6576668,135.5025
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.6576668,135.5025
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.6576668,135.5025
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.6576668,135.5025
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.6576668,135.5025
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.6576668,135.5025
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E7%A8%B2%E8%8D%B7%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6656426,135.4907563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e70c6e82ec63:0xc9d5722e42ba7bd3!8m2!3d34.6656382!4d135.492945
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E7%A8%B2%E8%8D%B7%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6656426,135.4907563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e70c6e82ec63:0xc9d5722e42ba7bd3!8m2!3d34.6656382!4d135.492945
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92556-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B5%AA%E9%80%9F%E5%8C%BA%E7%A8%B2%E8%8D%B7%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6656426,135.4907563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e70c6e82ec63:0xc9d5722e42ba7bd3!8m2!3d34.6656382!4d135.492945
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91+%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91+%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0405+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E7%86%8A%E5%8F%96%E7%94%BA%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91+%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0905+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%B7%9D%E7%94%B0%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6891529,135.6261125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001203809c
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0905+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%B7%9D%E7%94%B0%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6891529,135.6261125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001203809c
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%96/@34.5658178,135.5058457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%96/@34.5658178,135.5058457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%96/@34.5658178,135.5058457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5662023,135.5058735,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5662023,135.5058735,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5662023,135.5058735,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5647914,135.5083843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5647914,135.5083843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5647914,135.5083843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A6%8B%E4%BB%98%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.8196616,135.5522421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A6%8B%E4%BB%98%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.8196616,135.5522421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A6%8B%E4%BB%98%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.8196616,135.5522421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
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122

(福)慶徳会

在宅サービス供給ステーション　静
華苑

デイサービスセンター 茨木市
〒567-0035
茨木市見付山1-11-1

①ＪＲ京都線「茨木」駅より徒歩約15分
TEL 072-625-9801
FAX 072-627-0989

山田　健一郎 随時
当法人は高齢者福祉施設、児童養護施設、障がい児（者）福祉事業等、多種別の社会福祉事業を実施し、職員間の交流
や研修も積極的に実施しています。介護業務に興味のある方、将来介護の仕事に就きたい方、資格や経験はないが一度
体験してみたいという方はご応募ください。

122

(福)慶徳会

茨木市立西河原老人デイサービス
センター

デイサービスセンター 茨木市
〒567-0035
茨木市西河原2-17-4

①阪急京都線「総持寺」駅より徒歩約15分
TEL 072-621-1343
FAX 072-621-4620

舩本　里治 随時
当法人は高齢者福祉施設、児童養護施設、障がい児（者）福祉事業等、多種別の社会福祉事業を実施し、職員間の交流
や研修も積極的に実施しています。介護業務に興味のある方、将来介護の仕事に就きたい方、資格や経験はないが一度
体験してみたいという方はご応募ください。

122
(福)慶徳会

障がい者サポートセンターしみず
生活介護 茨木市

〒567-0059
茨木市清水1-28-15

①大阪モノレール彩都線 「豊川」駅より徒歩約7分
TEL 072-641-4512
FAX 072-641-3173

小林　直之 随時
当法人は高齢者福祉施設、児童養護施設、障がい児（者）福祉事業等、多種別の社会福祉事業を実施し、職員間の交流
や研修も積極的に実施しています。介護業務に興味のある方、将来介護の仕事に就きたい方、資格や経験はないが一度
体験してみたいという方はご応募ください。

122
(福)慶徳会

特別養護老人ホーム　常清の里
特別養護老人ホーム 茨木市

〒567-0059
茨木市清水1-28-22

①大阪モノレール彩都線「豊川」駅より徒歩約7分
②阪急バス「国道豊川」下車 徒歩約3分

TEL 072-641-3151
FAX 072-641-3393

矢次　淳一 随時

当法人は高齢者福祉施設、児童養護施設、障がい児（者）福祉事業等、多種別の社会福祉事業を実施し、職員間の交流
や研修も積極的に実施しています。介護業務に興味のある方、将来介護の仕事に就きたい方、資格や経験はないが一度
体験してみたいという方はご応募ください。

125

(福)由寿会

特別養護老人ホームアーバンケア
御厨

特別養護老人ホーム 東大阪市
〒577-0033
東大阪市御厨東1-9-
16

①近鉄「八戸ノ里」駅より徒歩約12分
②Osaka Metro中央線「長田」駅より徒歩約15分

TEL 06-6787-3386
FAX 06-6784-6330

北川　哲裕 随時
由寿会は”東大阪で一番よいサービスを提供する法人”を目指しています。由寿会があるから安心と思っていただけるよう
職員一丸となって努めています。また、入職後は職員研修も充実していますので、未経験、無資格のかたも安心してご応
募ください。

125
(福)由寿会

介護老人保健施設アーバンケア
介護老人保健施設 東大阪市

〒577-0033
東大阪市御厨東1-9-
55

①近鉄「八戸ノ里」駅より徒歩約12分
②Osaka Metro中央線「長田」駅より徒歩約15分

TEL 06-6787-3386
FAX 06-6784-6330

北川　哲裕 随時

由寿会は地域のつながりを大切に、東大阪で一番よいサービスの提供を目指しています。体験者の皆様へ　明るくて前向
きな方のご応募をお待ちしております。体験していただく内容は、介護老人保健施設内でのリクリエーション・入浴・食事等
の補助及びコミュニケーションを予定しております。ご応募、ご質問がありましたら随時受け付けていますので、お気軽にお
問い合わせ下さい。

125
(福)由寿会

介護老人保健施設アーバンケア
通所リハビリテーション 東大阪市

〒577-0033
東大阪市御厨東1-9-
55

①近鉄「八戸ノ里」駅より徒歩約12分
②Osaka Metro中央線「長田」駅より徒歩約15分

TEL 06-6787-3386
FAX 06-6784-6330

北川　哲裕 随時

由寿会は地域のつながりを大切に、東大阪で一番よいサービスの提供を目指しています。体験者の皆様へ　明るくて前向
きな方のご応募をお待ちしております。体験していただく内容は、介護老人保健施設デイケアセンター内でのリクリエーショ
ン・入浴・食事等の補助及びコミュニケーションを予定しております。ご応募、ご質問がありましたら随時受け付けています
ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

127
(福)ひびき福祉会

アクティビティーセンターひびき
生活介護 東大阪市

〒577-0804
東大阪市中小阪5-
14-23

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩約15分
TEL 06-6732-1112
FAX 06-6725-6522

塩田　千恵子 随時
障害のある方たちの日中活動（作業・レクリェーションなど）を支援する業務です。特に資格などは問いませんので、どんど
んチャレンジして下さい。

127

(福)ひびき福祉会

ワークセンターひびき（パレットひび
き）

生活介護 東大阪市
〒577-0843
東大阪市荒川3-5-6
MMビル101

①近鉄奈良線・ＪＲおおさか東線「河内永和」駅より
徒歩約2分

TEL 06-6720-7774
FAX 06-6720-7764

駒谷　正樹 随時
1日障がいのある人たちと一緒に仕事をしてもらいます。仕事の内容はパソコン入力作業や店頭販売です。体験者の方に
は利用者の方ができない部分をフォローしてもらいます。大変充実した時間になります。

127
(福)ひびき福祉会

鴻池ハイツ

共同生活援助（グループ
ホーム）

東大阪市
〒578-0976
東大阪市西鴻池町1-
8-21

①ＪＲ学研都市線「鴻池新田」駅より徒歩約5分
TEL 06-6747-9230
FAX 06-6747-9224

遠藤　清美 随時
障害を持った方の生活の場所です。日中はそれぞれ事業所等で働いたり、日中活動をしている方が、ホームに帰宅し、夕
方ほっとできる生活の場所です。20代から50代の方が、家族から自立した生活をしています。利用者一人一人の支援は
様々ですが、毎日が穏やかに楽しく過ごせる場所を目指しています。

127
(福)ひびき福祉会

サンプレイス　ひびき
生活介護 東大阪市

〒579-8012
東大阪市上石切町2-
30-15

①近鉄奈良線「石切」駅より徒歩約15分
TEL 072-984-2302
FAX 072-984-8446

山田　和美 随時
障害のある方の生活を支援する仕事で、あなた自身の生きがいにつなげて下さい。障害のある方々の仕事（軽作業・アル
ミ缶や牛乳パックのリサイクル・畑での農作業）の作業支援と生活の支援を行います。

129
(福)森の宮福祉会

グループホーム　ハミングベル緑橋
グループホーム 大阪市

〒537-0022
大阪市東成区中本1-
11-1

①地下鉄中央線「緑橋」駅
②地下鉄今里筋線「緑橋」駅

TEL 06-6971-8838
FAX 06-6971-8836

宮崎 随時
当法人は、「地域」と「音楽」を運営の２本柱としています。幼稚園や小中学校、地域の町内会との交流を密にしていて、音
楽療法士が常勤で勤務しています。音楽の持つ「和み」や「癒し」の効果を生かしたいと考えています。当法人の基本理念
である「笑顔・まごころ・ハーモニー」に共感していただける方には、ぜひ職場体験にお越し頂ければと思います。

129

(福)森の宮福祉会

小規模多機能型居宅介護　ハミング
ベル緑橋

小規模多機能型居宅介護 大阪市
〒537-0022
大阪市東成区中本1-
11-1

①地下鉄中央線「緑橋」駅
②地下鉄今里筋線「緑橋」駅

TEL 06-6971-8838
FAX 06-6971-8836

宮崎 随時
当法人は、「地域」と「音楽」を運営の２本柱としています。幼稚園や小中学校、地域の町内会との交流を密にしていて、音
楽療法士が常勤で勤務しています。音楽の持つ「和み」や「癒し」の効果を生かしたいと考えています。当法人の基本理念
である「笑顔・まごころ・ハーモニー」に共感していただける方には、ぜひ職場体験にお越し頂ければと思います。

129

(福)森の宮福祉会

認知症対応型通所介護　ハミングベ
ルにこにこ

デイサービスセンター（認知
症対応型）

大阪市
〒537-0022
大阪市東成区中本1-
11-1

①地下鉄中央線「緑橋」駅
②地下鉄今里筋線「緑橋」駅

TEL 06-6971-8838
FAX 06-6971-8836

宮崎 随時
当法人は、「地域」と「音楽」を運営の２本柱としています。幼稚園や小中学校、地域の町内会との交流を密にしていて、音
楽療法士が常勤で勤務しています。音楽の持つ「和み」や「癒し」の効果を生かしたいと考えています。当法人の基本理念
である「笑顔・まごころ・ハーモニー」に共感していただける方には、ぜひ職場体験にお越し頂ければと思います。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】9/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A6%8B%E4%BB%98%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8196477,135.551856,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A6%8B%E4%BB%98%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8196477,135.551856,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B2%B3%E5%8E%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%94/@34.8324594,135.5739037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B2%B3%E5%8E%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%94/@34.8324594,135.5739037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0059+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.8378325,135.5264383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0059+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.8378325,135.5264383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0059+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.837577,135.5266606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0059+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.837577,135.5266606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6701201,135.5896496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6701201,135.5896496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6701201,135.5896496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.6697146,135.5898023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.6697146,135.5898023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.6697146,135.5898023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.6697146,135.5898023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.6697146,135.5898023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%8E%A8%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.6697146,135.5898023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0804+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.6590839,135.5908109,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0804+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.6590839,135.5908109,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0804+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.6590839,135.5908109,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0843+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8D%92%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6637619,135.5698543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dfc8043
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0843+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8D%92%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6637619,135.5698543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dfc8043
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0843+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8D%92%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6637619,135.5698543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dfc8043
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0976+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6999153,135.5934157,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0976+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6999153,135.5934157,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0976+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6999153,135.5934157,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8A%E7%9F%B3%E5%88%87%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6828072,135.6573212,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8A%E7%9F%B3%E5%88%87%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6828072,135.6573212,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8A%E7%9F%B3%E5%88%87%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6828072,135.6573212,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E6%9C%AC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6813425,135.5414843,17z/data=!3m1!
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129

(福)森の宮福祉会

特別養護老人ホーム　ハミングベル
中道

特別養護老人ホーム 大阪市
〒537-0025
大阪市東成区中道2-
7-1

①ＪＲ大阪環状線「森ノ宮」駅
②地下鉄「森ノ宮」駅
③地下鉄「緑橋」駅

TEL 06-6971-9788
FAX 06-6971-9789

辻　敏彦
林　寿子

随時

当法人は、「地域」と「音楽」を運営の２本柱としています。「地域」は、幼稚園や小中学校、地域の町内会との交流を密にし
ています。「音楽」は、音楽療法士が常勤で勤務しており、音楽の持つ「和み」や「癒し」の効果を生かしたいと考えていま
す。実習生等も積極的に受け入れており、当法人の基本理念である「笑顔・まごころ・ハーモニー」に共感していただける方
には、ぜひ職場体験にお越し頂ければと思います。

129

(福)森の宮福祉会

デイサービスセンター　ハミングベル
中道

デイサービスセンター 大阪市
〒537-0025
大阪市東成区中道2-
7-1

①ＪＲ大阪環状線「森ノ宮」駅
②地下鉄「森ノ宮」駅
③地下鉄「緑橋」駅

TEL 06-6971-9788
FAX 06-6971-9789

辻　敏彦
林　寿子

随時
当法人は、「地域」と「音楽」を運営の２本柱としています。幼稚園や小中学校、地域の町内会との交流を密にしていて、職
場には音楽療法士が常勤で勤務しております。特に、デイサービスはいつもにぎやかで明るい雰囲気です。当法人の基本
理念である「笑顔・まごころ・ハーモニー」に共感していただける方には、ぜひ職場体験にお越し頂ければと思います。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

障害者支援施設　三恵園
施設入所支援 池田市

〒563-0013
池田市中川原町13-1

①阪急電車「池田」駅より阪急バス伏尾台行１０分
「東山」下車 徒歩約１５分
②阪急電車「川西能勢口」経由 能勢電鉄「鼓が滝」
駅より徒歩約２０分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時
定員30人、全室個室の入所施設です。池田市郊外の広い敷地に女子棟と男子棟の2棟が建っています。重度、軽度、自
立訓練などの支援内容・目的別にグループ分けされたユニット型のスペースで生活。一定期間の訓練後、地域にあるグ
ループホームやケアホームでの生活を目指します。生活棟には男女計10室のショートステイ用個室も用意しています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

こすもす
生活介護 池田市

〒563-0013
池田市中川原町13-1

①阪急電車「池田」駅より阪急バス伏尾台行１０分
「東山」下車 徒歩約１５分
②阪急電車「川西能勢口」経由 能勢電鉄「鼓が滝」
駅より徒歩約２０分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時
定員２０人。池田三恵園と同じ敷地にある生活介護事業所です。　生活改善室や作業室を備え、重度の障害のある人たち
がリハビリ、自立訓練などを行い、地域で仲間と生活することをめざしています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

ワークスペースさつき
就労継続支援B型 池田市

〒563-0024
池田市鉢塚1-2-1

①阪急電車「池田」駅より徒歩約15分
TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時 定員は男女計20名。主に知的障がい者の方を対象に作業を中心に日中活動を支援しています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

池田市立くすのき学園

生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型

池田市
〒563-0029
池田市五月丘1-9-12

①阪急電車「池田」駅より阪急バス石橋北口行１０
分 「下渋谷」下車 徒歩約５分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時
定員３３人。就労移行。就労継続Ｂ型・生活介護の多機能型支援施設です。指定管理制度により当事業団が経営一般企
業への就労のほか、自主製品の生産、販売を行っています。施設近くで営業する『くすのき庵』の手打ちうどんが好評で
す。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

豊能町立たんぽぽの家

生活介護
就労継続支援B型

豊能郡
能勢町

〒563-0102
豊能郡豊能町ときわ
台1-12-5

①能勢電車「ときわ台」駅より徒歩約５分
TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時
定員１９人。自主製品では皮革製品に力を入れています。色づけや型抜きなどすべて手作りで、財布やしおりなどかわい
い雑貨を製作しています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

なごみ苑
生活介護

豊能郡
能勢町

〒563-0352
豊能郡能勢町大里
1055

①能勢電車「山下」駅より阪急バス２０分「森上」下
車 徒歩約１０分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時 定員３０人。ケアホームや地域で暮らす人の創作や生産活動の場を提供し、豊かな生活が送れるように支援しています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

救護 三恵園
救護施設

豊能郡
能勢町

〒563-0352
豊能郡能勢町大里
222-4

①能勢電車「山下」駅より阪急バス２０分
「山辺口」下車 徒歩約１５分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時
昭和４４年に堺市から能勢町に移転。生活保護法による保護施設として、自然に恵まれた環境の中で、女性７０人の生活
介護を行なっています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

第２三恵園
施設入所支援

豊能郡
能勢町

〒563-0352
豊能郡能勢町大里
222-5

①能勢電車「山下」駅より阪急バス２０分
「山辺口」下車 徒歩約１５分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時
高齢障害者男女５０人の支援を行っています。理学療法や余暇活動等に力を入れ、身体機能の回復や現状維持に効果を
あげています。

134
(福)産経新聞厚生文化事業団

すみれ工房
就労継続支援B型

豊能郡
能勢町

〒563-0372
豊能郡能勢町山辺
750-1

①能勢電車「山下」駅より阪急バス２０分「森上」下
車 徒歩約１５分

TEL 06-6633-9240
FAX 06-6633-3910

片山　宣博 随時 定員２０人。地域で生活する人たちに働く場所や機会を提供し、充実した生活が送れるように支援しています。

136

(福)大阪府社会福祉事業団

軽費老人ホーム（ケアハウス）和風
荘

軽費老人ホーム 堺市
〒587-0022
堺市美原区平尾2196

①南海高野線「初芝」駅より南海バス「平尾」下車 徒
歩約７分

TEL 072-361-6093
FAX 072-369-2108

谷岡 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム美原荘
特別養護老人ホーム 堺市

〒587-0022
堺市美原区平尾595-
1

①南海高野線「初芝」駅より南海バス「平尾」下車 徒
歩約７分

TEL 072-363-1186
FAX 072-363-1154

八木 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち合
わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>　介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム春日丘荘
特別養護老人ホーム 茨木市

〒567-0046
茨木市南春日丘7-
11-22

①大阪モノレール「阪大病院前」駅より徒歩約３分
TEL 072-625-6377
FAX 072-620-2413

石崎　剛 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。　体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】10/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%81%93%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6805592,135.5371847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%81%93%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6805592,135.5371847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%81%93%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6805592,135.5371847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%81%93%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6805592,135.5371847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%81%93%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6805592,135.5371847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%81%93%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6805592,135.5371847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8548709,135.4284097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f712b63cdab5:0x9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8548709,135.4284097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f712b63cdab5:0x9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8548709,135.4284097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f712b63cdab5:0x9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8548709,135.4284097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f712b63cdab5:0x9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E9%89%A2%E5%A1%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8179028,135.432227,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f0b935b0196d:0x7e
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E9%89%A2%E5%A1%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8179028,135.432227,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f0b935b0196d:0x7e
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0029+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%BA%94%E6%9C%88%E4%B8%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E5%B8%82%E7%AB%8B%E3%81%8F%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%8D%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0029+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%BA%94%E6%9C%88%E4%B8%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E5%B8%82%E7%AB%8B%E3%81%8F%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%8D%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E5%8F%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.9043175,135.4343
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E5%8F%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.9043175,135.4343
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E5%8F%B0%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95/@34.9043175,135.4343
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B058'17.9%22N+135%C2%B024'46.9%22E/@34.971634,135.4123146,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.971634!4d135.413014
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B058'17.9%22N+135%C2%B024'46.9%22E/@34.971634,135.4123146,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.971634!4d135.413014
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B058'17.9%22N+135%C2%B024'46.9%22E/@34.971634,135.4123146,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.971634!4d135.413014
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0352+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%A4%A7%E9%87%8C%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94/@34.9761804,135.4044945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0352+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%A4%A7%E9%87%8C%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94/@34.9761804,135.4044945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0352+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%A4%A7%E9%87%8C%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94/@34.9761804,135.4044945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0352+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%A4%A7%E9%87%8C%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0352+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%A4%A7%E9%87%8C%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0352+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%A4%A7%E9%87%8C%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0372+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%B1%B1%E8%BE%BA%EF%BC%97%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9793036,135.3885571,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0372+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%B1%B1%E8%BE%BA%EF%BC%97%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9793036,135.3885571,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0372+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%83%BD%E5%8B%A2%E7%94%BA%E5%B1%B1%E8%BE%BA%EF%BC%97%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9793036,135.3885571,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92587-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%96/@34.5281405,135.5680187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d79ad9abe8ff:0xd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92587-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%96/@34.5281405,135.5680187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d79ad9abe8ff:0xd
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92587-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5286849,135.567777,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d79b2a99
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92587-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5286849,135.567777,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d79b2a99
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92587-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5286849,135.567777,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d79b2a99
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0046+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%B8%98%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.8209928,135.5281415,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0046+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%B8%98%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.8209928,135.5281415,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0046+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%B8%98%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.8209928,135.5281415,17z/data=!3m1!
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136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム高槻荘
特別養護老人ホーム 高槻市

〒569-1136
高槻市郡家新町48-7

①ＪＲ東海道線「摂津富田」駅より高槻市営バス「今
城塚古墳前」下車 徒歩約３分

TEL 072-682-6652
FAX 072-686-2278

嵯峨 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

軽費老人ホーム万寿荘
軽費老人ホーム 池田市

〒563-0023
池田市井口堂3-4-1

①阪急宝塚線「石橋」駅より徒歩約１３分
TEL 072-761-6153
FAX 072-760-2049

植木 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム豊寿荘
特別養護老人ホーム 豊中市

〒565-0083
豊中市新千里西町2-
7-2

①北大阪急行「千里中央」駅より阪急バス「豊中不
動尊前」駅下車 徒歩約３分

TEL 06-6831-7225
FAX 06-6836-1600

宇津木 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム白島荘
特別養護老人ホーム 箕面市

〒562-0012
箕面市白島3-5-50

①北大阪急行「千里中央」駅より阪急バス「白島北」
下車 徒歩約３分

TEL 072-724-5511
FAX 072-720-2054

羽田 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>　介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

白島荘グループホーム華の家
グループホーム 箕面市

〒562-0012
箕面市白島3-5-50

①北大阪急行または大阪モノレール「千里中央」駅
から阪急バス「白島北」下車徒歩2分

TEL 072-724-5511
FAX 072-720-2054

藤森　静香 随時
当法人は、大阪府下に11カ所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたのやさしい心
と笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は、施設の形態により異なりますが、事前の打
合せでご希望に沿うよう調整させていただきます。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

箕面市立光明の郷ケアセンター
デイサービス 箕面市

〒562-0024
箕面市粟生新家3-
12-5

①北大阪急行または大阪モノレール「千里中央」駅
から阪急バス「豊川支所前」下車徒歩2分

TEL 072-724-5511
FAX 072-720-2054

藤森　静香 随時
当法人は、大阪府下に11カ所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたのやさしい心
と笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は、施設の形態により異なりますが、事前の打
合せでご希望に沿うよう調整させていただきます。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム四條畷荘
特別養護老人ホーム 四條畷市

〒575-0043
四條畷市北出町28-1

①ＪＲ学研都市線（片町線）「四條畷」駅より徒歩約２
０分
②京阪バス「蔀屋」駅より徒歩約５分

TEL 072-878-2651
FAX 072-863-2134

松山 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

東大阪養護老人ホーム
養護老人ホーム 東大阪市

〒577-0813
東大阪市新上小阪
11-2

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より近鉄バス「上小阪住
宅前」下車 徒歩約3分

TEL 06-6726-3031
FAX 06-6730-7168

伊藤 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

136

(福)大阪府社会福祉事業団

軽費老人ホーム（ケアハウス）河南
荘

軽費老人ホーム
南河内郡
河南町

〒585-0014
南河内郡河南町白木
905

①近鉄河内長野線「富田林」駅より金剛バス「白木」
下車 徒歩約３分

TEL 0721-93-5988
FAX 0721-90-2006

出口　和彦 随時
軽費老人ホーム（A型）の施設では、60歳以上の方で、居宅での生活が難しい方に、低料金で健康に生活を送って頂くこと
ができます。施設自体は介護保険施設ではありませんが、要支援・要介護状態になられても、介護サービス調整も行うの
で、安心して生活ができます。

136
(福)大阪府社会福祉事業団

特別養護老人ホーム光明荘
特別養護老人ホーム 和泉市

〒594-0031
和泉市伏屋町3-8-1

①泉北高速鉄道「光明池」駅より徒歩約10分
TEL 0725-56-1882
FAX 0725-50-2212

平井 随時

当法人は大阪府下に１１箇所の高齢者福祉施設を運営しています。介護の基本は受容する心です。あなたの優しい心と
笑顔でご入所者を温かく受け入れる気持ちでお越しください。体験の内容は施設の形態により異なりますが、事前の打ち
合わせでご希望に添うよう調整させて頂きます。<例：特別養護老人ホーム>介護体験（食事・入浴・排泄援助）やコミュニ
ケーション（会話）、外出や送迎の付き添い、その他いろいろあります。

140
(福)青山会

とうふく布施
生活介護 東大阪市

〒577-0057
東大阪市足代新町
13-10

①地下鉄千日前線「新深江」・「小路」駅より徒歩約7
分
②近鉄奈良線・大阪線「布施」駅より徒歩約7分

TEL 06-6785-0303
FAX 06-6785-0313

林、千葉 随時
26年5月に統合移転した新しい施設です。「はたらく」ことを中心に、カフェや古紙回収、軽作業、園芸活動、ものづくり活動
などの生産活動やミュージックケア、エアロビクス等のプログラムも充実しています。1Fniha [カフェ　あじろの樹」が併設し
ており、利用者の働く場となっています。体験に際する資格や経験の有無は問いません。気軽にお問合せください。

140
(福)青山会

とうふく

生活介護
就労継続支援B型

東大阪市
〒578-0947
東大阪市西岩田4-9-
8

①近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩約１５分
TEL 06-6789-7272
FAX 06-6789-7271

森川
本所(ﾎﾝｼﾞｮ）

随時

利用者の方へ生産活動中心のプログラムを提供しています。体験では、地域に密着した生産活動（内職的な簡単な軽作
業やポスティング、洗車・清掃、古紙回収、古紙・リサイクル品などの回収等）の中で、利用者の方へどのような支援が必
要か考えて関わっていただければと考えています。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。経験や資
格の有無も問いません。

140
(福)青山会

第二東福
生活介護 東大阪市

〒579-8048
東大阪市旭町20-2

①近鉄奈良線「瓢箪山」駅より徒歩約8分
TEL 072-986-8685
FAX 072-986-8684

近藤・延原 随時

「明るく、楽しく、元気よく」をモットーに、地域で自分らしく豊かに暮らしていくことを目指し取り組んでいます。活動内容とし
て、働くニーズのある利用者には軽作業、農作業、食品製造、リサイクル品回収などの生産活動を、生産活動に馴染みに
くい利用者には個別課題・生活プログラムを提供しています。あなたも私たちと一緒に、利用者の方々の”自分らしさ”の実
現に向けて支援し、喜びを共有しませんか。体験に際しての経験や資格の有無は問いません。お気軽にお問い合わせ下
さい。

140
(福)青山会

東福六万寺
障害者支援施設 東大阪市

〒579-8061
東大阪市六万寺町1
－16－17

①近鉄奈良線「瓢箪山」駅
TEL 072-984-2946
FAX 072-984-2947

村上

基本は平日のみで
すが、土日祝の受
け入れもご相談に
応じます。

9時から17時45分が職場体験可能時間となります。10時から15時までの間は4班からなる日中活動班に所属してもらい、
作業の支援を行ってもらいます。毎日15時からは入浴が行われます。希望者には入浴の支援に参加していただきますの
で、Ｔシャツ・短パンの準備忘れずご用意ください。体験に際して、希望・要望がありましたら事前にお申し出ください。※バ
イク、自転車での通勤可（車不可）

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】11/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1136+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E9%83%A1%E5%AE%B6%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.8518355,135.5934406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fd5df9055847:0x8
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1136+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E9%83%A1%E5%AE%B6%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.8518355,135.5934406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fd5df9055847:0x8
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%BA%95%E5%8F%A3%E5%A0%82%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.815606,135.4442176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f09eeade
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%BA%95%E5%8F%A3%E5%A0%82%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.815606,135.4442176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000f09eeade
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E8%A5%BF%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8092265,135.4829013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E8%A5%BF%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8092265,135.4829013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E8%A5%BF%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8092265,135.4829013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%99%BD%E5%B3%B6%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.8392516,135.4883417,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fbb58c0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%99%BD%E5%B3%B6%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.8392516,135.4883417,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fbb58c0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%99%BD%E5%B3%B6%E8%8D%98+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%8F%AF%E3%81%AE%E5%AE%B6/@34.839106,135.4903434,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fbca77d97e4d:0xb03d46e2db3c3a20!8m2!3d34.83924!4d135.490533
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%99%BD%E5%B3%B6%E8%8D%98+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%8F%AF%E3%81%AE%E5%AE%B6/@34.839106,135.4903434,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fbca77d97e4d:0xb03d46e2db3c3a20!8m2!3d34.83924!4d135.490533
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%85%89%E6%98%8E%E3%81%AE%E9%83%B7%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@34.8385267,135.5136752,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fb9b07ba0877:0xb7c62f63c886e9d2!8m2!3d34.8382598!4d135.5135062
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%85%89%E6%98%8E%E3%81%AE%E9%83%B7%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@34.8385267,135.5136752,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fb9b07ba0877:0xb7c62f63c886e9d2!8m2!3d34.8382598!4d135.5135062
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%85%89%E6%98%8E%E3%81%AE%E9%83%B7%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@34.8385267,135.5136752,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fb9b07ba0877:0xb7c62f63c886e9d2!8m2!3d34.8382598!4d135.5135062
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%87%BA%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.736477,135.6279729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fafca3dc3d9:0x3f
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%87%BA%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.736477,135.6279729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011fafca3dc3d9:0x3f
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0813+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%96%B0%E4%B8%8A%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92+%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0813+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%96%B0%E4%B8%8A%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92+%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0813+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%96%B0%E4%B8%8A%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92+%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92585-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%94%BA%E7%99%BD%E6%9C%A8%EF%BC%99%EF%BC%90%EF%BC%95+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B2%B3%E5%8D%97%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92585-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%94%BA%E7%99%BD%E6%9C%A8%EF%BC%99%EF%BC%90%EF%BC%95+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B2%B3%E5%8D%97%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92585-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%83%A1%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%94%BA%E7%99%BD%E6%9C%A8%EF%BC%99%EF%BC%90%EF%BC%95+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B2%B3%E5%8D%97%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%8F%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.4764921,135.4681228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d06b1d1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%8F%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.4764921,135.4681228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d06b1d1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0057+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%B6%B3%E4%BB%A3%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6650853,135.5565027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0057+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%B6%B3%E4%BB%A3%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6650853,135.5565027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0057+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%B6%B3%E4%BB%A3%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6650853,135.5565027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0947+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%B2%A9%E7%94%B0%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6693674,135.5987988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0947+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%B2%A9%E7%94%B0%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6693674,135.5987988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0947+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%B2%A9%E7%94%B0%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6693674,135.5987988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8048+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6670848,135.6372232,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001211d4eaaedab:0xf1f993ed02
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8048+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6670848,135.6372232,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001211d4eaaedab:0xf1f993ed02
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%85%AD%E4%B8%87%E5%AF%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@34.6509033,135.6473394,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%85%AD%E4%B8%87%E5%AF%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@34.6509033,135.6473394,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92579-8061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%85%AD%E4%B8%87%E5%AF%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@34.6509033,135.6473394,17z/d
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141

(福)たちばな会

特別養護老人ホーム　寝屋川石津
園

特別養護老人ホーム 寝屋川市
〒572-0026
寝屋川市石津中町
35-8

①京阪線「香里園」駅より徒歩約２０分
②京阪線「寝屋川市」駅より徒歩約２５分

TEL 072-839-8080
FAX 072-838-1117

清水
伊禮門(ｲﾚｶﾄﾞ）

随時
他の施設に先駆けてユニットケアを取り入れてきました。利用者一人ひとりが主体になれるケアを実践しています。ユニット
型、従来型の併設で115床、8ユニットの特養です。オープンな施設を目指しています。職場体験につきましては、お気軽に
お問い合わせください。

141
(福)たちばな会

寝屋川石津園　デイサービス
通所介護 寝屋川市

〒572-0026
寝屋川市石津中町
35-8

①京阪線「香里園」駅より徒歩約２０分
②京阪線「寝屋川市」駅より徒歩約２５分

TEL 072-839-8080
FAX 072-838-1117

柴田
岡部

月～金受入可

石津園デイサービスは、利用者定員３４名の施設です。１日の中で、いくつかのプログラムを用意し、ご自身の好きなプロ
グラムに参加していただいています。
職員への研修に関して、丁寧な指導を心がけており、現場での指導とともに教育専任者によるカリキュラムに沿った指導も
行っております。

141
(福)たちばな会

寝屋川石津園　ショートステイ
短期入所生活介護 寝屋川市

〒572-0026
寝屋川市石津中町
35-8

①京阪線「香里園」駅より徒歩約２０分
②京阪線「寝屋川市」駅より徒歩約２５分

TEL 072-839-8080
FAX 072-838-1117

清水
伊禮門(ｲﾚｶﾄﾞ）

随時
石津園ショートステイは、従来型１０床、ユニット型個室５床の併せて１５床となっています。
職員への研修に関して丁寧な指導を心がけており、現場での指導とともに教育専任者によるカリキュラムに沿った指導も
行っており、介護ができるようになるまで指導します。

143

(福)竜華福祉会

ホーム太子堂
デイサービスセンター

デイサービスセンター 八尾市
〒581-0063
八尾市太子堂4-1-
32

①ＪＲ大和路線「久宝寺」駅より
徒歩約１５分

TEL 072-996-0026
FAX 072-996-5867

中村
奥田

随時

デイサービスは「選択」を考え、送迎時間・食事メニュー・入浴の時間・アクティビティーの選択を実施しております。
また、認知症対応型通所介護としてイブニングサービスも実施しております。
１２：００～２０：００の営業時間で通所での夜間入浴なども実施しております。
是非、一度、体験して下さい。

143

(福)竜華福祉会

特別養護老人ホーム
ホーム太子堂

特別養護老人ホーム 八尾市
〒581-0063
八尾市太子堂4-1-
32

①ＪＲ大和路線「久宝寺」駅より
徒歩約１５分

TEL 072-996-0026
FAX 072-996-5867

中村
奥田

随時

特別養護老人ホームの業務内容だけの体験でなく、是非、個性豊かなスタッフも見て下さい。
10代から70代まで幅広く､世代を越えて笑い会える関係を見て下さい。また、同じ施設内に併設としてデイサービスやイブ
ニングサービス､ホームヘルプ事業､障がい者事業、地域包括支援センターなど､その他､事業も見学していただけたらと良
いと思います。その他､体験の日時等ご相談させていただきます。

143

(福)竜華福祉会

地域包括支援センター　ホーム太子
堂

地域生活支援センター 八尾市
〒581-0063
八尾市太子堂4-1-32

①ＪＲ大和路線「久宝寺」駅より南へ900m徒歩約11
分

TEL 072-996-0026
FAX 072-996-5867

奥田　勝之 随時
地域包括支援センターの仕事を体験していただきます。介護相談や虐待対応など、体験が難しい事柄は説明にはなりま
すが、地域包括支援センターが普段どのような活動をしているのか理解できる機会だと思います。

146
(福)聖徳会

大阪老人ホームうえだ
特別養護老人ホーム 松原市

〒580-0016
松原市上田8-11-11

①近鉄南大阪線「河内松原」駅より徒歩約10分
TEL 072-331-4164
FAX 072-334-2362

小森　崇史 随時

当施設は、平成22年４月に開設した全室個室のユニット型特別養護老人ホームです。明治35年に大阪養老院を創設した
先人の福祉観を受け継ぎながら、時代と共に変わる高齢者ニーズに適切かつ迅速に対応し、ご利用者の望む暮らしの提
供に尽力をつくしています。体験できる職種は、「介護職」です。高齢者介護に意欲的で、明るく健康的な方を望んでいま
す。

146

(福)聖徳会

特別養護老人ホーム 大阪老人ホー
ム

特別養護老人ホーム 松原市
〒580-0043
松原市阿保3-14-22

①近鉄南大阪線「河内松原」駅より徒歩約８分
TEL 072-331-4164
FAX 072-334-2362

小森　崇史 随時
当施設は、1902年（明治35年）創設以来、創設者の福祉観を受け継ぎながら時代とともに変わる環境やニーズに柔軟に対
応し、個別性を重視したサービス提供を行っています。体験できる職種は、「介護職」です。高齢者介護に意欲的で、明るく
健康的な方を望んでいます。

147
(福)そうび会

つるぎ荘・やしもグループホーム
グループホーム 堺市

〒599-8102
堺市東区石原町３丁
150

①南海高野線「初芝」駅より徒歩約２０分
TEL 072-286-2828
FAX 072-286-6868

吉田　元三 ―
“職員元気で利用者元気”をモットーに笑顔をたやさずがんばっています。利用者様の自立をめざし、お買い物や料理作
り、お掃除を一緒にして、学習や創作活動、近隣の人々との交流をしています。お年寄りの笑顔がいつもより多く見られる
ように、優しい心で接して下さい。基本理念は『清く、正しく、明るく』です。

147

(福)そうび会

つるぎ荘・やしもデイサービスセン
ター

デイサービスセンター 堺市
〒599-8102
堺市東区石原町３丁
150

①南海高野線「初芝」駅より徒歩約２０分
TEL 072-286-2828
FAX 072-286-6868

吉田　元三 ―
“職員元気で利用者元気”をモットーに笑顔をたやさずがんばっています。　近隣のお年寄りを朝迎えに行き、入浴、食事、
リハビリ、レクリェーションを楽しんでいただき、夕方、自宅へ送り届けます。お年寄りの笑顔がいつもより多く見られるよう
に、優しい心で接して下さい。基本理念は『清く、正しく、明るく』です。

147
(福)そうび会

特別養護老人ホーム　つるぎ荘
特別養護老人ホーム 堺市

〒599-8113
堺市東区日置荘田中
町143-1

①南海高野線「萩原天神」駅より徒歩約１０分
TEL 072-286-2828
FAX 072-286-6868

吉田　元三 ―
“職員元気で利用者元気”をモットーに笑顔をたやさずがんばっています。１００名のお年寄りが生活されている施設にて、
入浴や食事、トイレのお手伝いや、レクやクラブ活動、リハビリでお年寄りと過ごして下さい。お年寄りの笑顔がいつもより
多く見られるように、優しい心で接して下さい。基本理念は『清く、正しく、明るく』です。

147
(福)そうび会

つるぎ荘デイサービスセンター
デイサービスセンター 堺市

〒599-8113
堺市東区日置荘田中
町143-1

①南海高野線「萩原天神」駅より徒歩約１０分
TEL 072-286-2828
FAX 072-286-6868

吉田　元三 ―
“職員元気で利用者元気”をモットーに笑顔をたやさずがんばっています。近隣のお年寄りを、朝迎えに行き、入浴、食事、
リハビリ、レクリェーションを楽しんでいただき、夕方、自宅へ送り届けます。お年寄りの笑顔がいつもより多く見られるよう
に、優しい心で接して下さい。基本理念は『清く、正しく、明るく』です。

148
(福)和悦会

浜特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム・デイ
サービスセンター

大阪市
〒538-0035
大阪市鶴見区浜5-6-
14

①地下鉄鶴見緑地線「鶴見緑地」駅より徒歩約１０
分

TEL 06-4257-3660
FAX 06-4257-3661

後藤
西川

―

私たちは｢和して悦ぶ」相互理解の精神のもと、地域の方に愛され、必要とされる施設を目指しています。ユニット型の浜特
別養護老人ホームでは研修担当職員が新入職員のサポートをしています。従来型の羽曳野特別養護老人ホーム・加美北
特別養護老人ホームでは部門別（排泄・入浴・フロア）介護で一つ一つ無理なく技術を身につけることができる研修制度を
整えています。腰痛予防の取り組みもあり、無資格・未経験の方でも安心して長く働くことができます。体験は随時歓迎で
す。

148
(福)和悦会

加美北特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム・デイ
サービスセンター

大阪市
〒547-0001
大阪市平野区加美北
7-1-2

①地下鉄千日前線「南巽」駅より徒歩約１２分
②ＪＲ大和路線「平野」駅より徒歩約１２分
③JRおおさか東線「衣摺加美北」駅より徒歩１３分

TEL 06-4303-7700
FAX 06-4303-7701

中村・澄川 ―

私たちは｢和して悦ぶ」相互理解の精神のもと、地域の方に愛され、必要とされる施設を目指しています。ユニット型の浜特
別養護老人ホームでは研修担当職員が新入職員のサポートをしています。従来型の羽曳野特別養護老人ホーム・加美北
特別養護老人ホームでは部門別（排泄・入浴・フロア）介護で一つ一つ無理なく技術を身につけることができる研修制度を
整えています。腰痛予防の取り組みもあり、無資格・未経験の方でも安心して長く働くことができます。体験は随時歓迎で
す。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】12/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0026+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7773276,135.6187253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011dde499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%A4%AA%E5%AD%90%E5%A0%82%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6150439,135.5840045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92580-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E4%B8%8A%E7%94%B0%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5709511,135.5599274,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92580-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E4%B8%8A%E7%94%B0%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5709511,135.5599274,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92580-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E9%98%BF%E4%BF%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.5795611,135.552064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92580-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E9%98%BF%E4%BF%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.5795611,135.552064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5522124,135.5306326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d98364d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5522124,135.5306326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d98364d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5522124,135.5306326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d98364d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5522124,135.5306326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d98364d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5522124,135.5306326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d98364d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.5522124,135.5306326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d98364d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8113+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5332143,135.5293692,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8113+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5332143,135.5293692,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8113+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5332143,135.5293692,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8113+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5332143,135.5293692,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8113+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5332143,135.5293692,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8113+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5332143,135.5293692,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E6%B5%9C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E6%B5%9C%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E6%B5%9C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E6%B5%9C%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E6%B5%9C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E6%B5%9C%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92547-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E7%BE%8E%E5%8C%97%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.636187,135.5555064,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92547-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E7%BE%8E%E5%8C%97%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.636187,135.5555064,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92547-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%8A%A0%E7%BE%8E%E5%8C%97%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.636187,135.5555064,17z/data=!3m1!4
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148
(福)和悦会

羽曳野特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム・デイ
サービスセンター

羽曳野市
〒583-0852
羽曳野市古市2271-
114

①近鉄南大阪線「上ノ太子」駅より徒歩約１２分
TEL 072-958-9951
FAX 072-958-9952

増田　健司 ―

私たちは｢和して悦ぶ」相互理解の精神のもと、地域の方に愛され、必要とされる施設を目指しています。ユニット型の浜特
別養護老人ホームでは研修担当職員が新入職員のサポートをしています。従来型の羽曳野特別養護老人ホーム・加美北
特別養護老人ホームでは部門別（排泄・入浴・フロア）介護で一つ一つ無理なく技術を身につけることができる研修制度を
整えています。腰痛予防の取り組みもあり、無資格・未経験の方でも安心して長く働くことができます。体験は随時歓迎で
す。

159
(福)天心会

ヘルパーステーションおりいぶ
訪問介護 東大阪市

〒577-0801
東大阪市下小阪2-8-
11

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅徒歩10分
TEL 06-7639-0654
FAX 06-7639-0656

徳原　京恵 8：30～17：00
訪問介護・介護予防訪問介護を実施しています。障害福祉サービス事業も同時に行っており、居宅介護・重度訪問介護を
実施しています。ご本人やご家族の希望に沿ったケアプランに基づいて、介護サービス計画を作成し、サービスを実施して
います。

159

(福)天心会

特別養護老人ホーム　ヴェルディ八
戸ノ里

特別養護老人ホーム 東大阪市
〒577-0803
東大阪市下小阪4-7-
36

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅
TEL 06-6727-0030
FAX 06-6727-0730

田中　千恵子
月～金

（祝日を除く）

平成16年4月に開設した、全個室のユニット型で、8ユニット92名の入居者と、8名の短期入居、合計100名が生活されてい
ます。入居されている入居者の状況により、ユニットにより個性や特徴が異なります。ユニットの特性である個別ケアを目
指して、若い職員や年配職員が協力し頑張っています。入居者やご家族の意志に添ってターミナルケアも実施していま
す。ユニット型の特養を体験してみたい方は、お越しください。

159
(福)天心会

老人デイサービスセンターもえぎ
デイサービスセンター 東大阪市

〒577-0803
東大阪市下小阪4-7-
36

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅
TEL 06-6727-0030
FAX 06-6727-0730

田中　千恵子
月～金

9：30～16：00

老人デイサービスの1日の流れは、決まって、朝のお迎え、バイタル測定、入浴、個人活動、昼食、集団体操、集団レク
リェーション、おやつ、送迎で1日が終了します。普段は在宅で生活されていて、機能訓練や入浴目的、気分転換や仲間づ
くり、楽しみづくり、自宅での閉じこもり予防と、それぞれに利用目的は異なりますが、毎週元気に顔を合わせて、話に花を
咲かせておられます。デイサービスの介護体験をしたい方はご一報ください。

160

(福)ヒューマンライツ福祉協会

特別養護老人ホーム　まちかどホー
ムすずらん

特別養護老人ホーム 大阪市
〒557-0024
大阪市西成区出城2-
4-10

①ＪＲ大阪環状線「今宮」駅より徒歩約10分
TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田　はるみ 随時
誰もがいつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるまち。「まちかどホームすずらん」は、そんなまちづくりを目指
す人々の思いから生まれた地域介護施設です。寝かせきりにしない介護、その人らしさを持ち続ける支援を実践していま
す。介護のお仕事に興味がある方、ぜひ一度体験してみませんか。

160

(福)ヒューマンライツ福祉協会

鶴見橋地域在宅サービスステーショ
ン

デイサービスセンター 大阪市
〒557-0024
大阪市西成区出城2-
4-12

①ＪＲ大阪環状線「今宮」駅より徒歩約10分 TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田　はるみ 日曜日以外
当施設は地域に開かれた、日中一時支援の拠点として様々な利用者と関わることができます。体験に関して、経験や資格
の有無は問いません。

160
(福)ヒューマンライツ福祉協会

クリエバ
発達障害者支援施設 大阪市

〒557-0025
大阪市西成区長橋3-
1-17

①ＪＲ大阪環状線「今宮」駅より徒歩約１５分
TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田　はるみ
随時

（土日以外）

発達障害のある子供たち、人たちの支援の拠点として、当協会の社会資源を活かし、発達障害の人たちが生きやすい地
域づくりに取り組んでいます。たとえば、「不登校・ひきこもり支援」「大学生・在職者（求職者）支援」「保育教育協働支援」
等で活動しています。

160
(福)ヒューマンライツ福祉協会

西成障害者会館（生活介護）
生活介護 大阪市

〒557-0025
大阪市西成区長橋3-
2-27

①地下鉄四ツ橋線「花園町」駅より徒歩約１０分
②JR大阪環状線「今宮」駅より徒歩約１５分

TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田　はるみ
随時

（日曜日以外）
当事業所は１８歳～６４歳の障がい（身体・知的・精神）をお持ちで介護が必要な方の日中活動場所です。

160

(福)ヒューマンライツ福祉協会

特別養護老人ホーム　まちかどホー
ムやまゆり

特別養護老人ホーム 大阪市
〒557-0031
大阪市西成区鶴見橋
2-12-21

①ＪＲ大阪環状線「今宮」駅　より徒歩約１３分
②大阪市営地下鉄四つ橋線「花園町」駅より徒歩約
１３分

TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田はるみ 随時
特別養護老人ホームのサテライト施設として、２０１２年５月に開設。全室個室でご利用者を少人数のグループに分けるユ
ニットケア方式を採用し、家庭的な雰囲気の中で１人ひとりの習慣やプライバシーに配慮した生活援助を行います。また、
認知症の理解など、地域との交流や啓発活動も積極的に行っています。３ユニット２９名の利用者様がおられます。

160

(福)ヒューマンライツ福祉協会

総合就労支援福祉施設　にしなり
Wing

多機能型事業所 大阪市
〒557-0061
大阪市西成区北津守
3-6-4

①JR大阪環状線「芦原橋」駅より徒歩約１５分
②JR大阪環状線「今宮」駅より徒歩約１５分
③南海汐見橋線「津守」駅より徒歩約１０分

TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田　はるみ
随時

（土日以外）

多機能型事業所（就労移行支援、就労継続支援（Ｂ型）、自立訓練（生活訓練））の他、・在宅就業支援団体　・大阪市就
業・生活支援センター中部地域就業センター　・障害者就労支援事業・障がい者の態様に応じた多様な委託訓練事業　・
キャリアカウンセラー派遣事業（就業体験業務）・職場適応者助成金事業　等を行っています。なお、職場体験については
多機能型事業所での受け入れとさせていただきます。

160
(福)ヒューマンライツ福祉協会

地域生活支援センター　サワサワ
地域生活支援センター 大阪市

〒557-0061
大阪市西成区北津守
3-6-4

①JR大阪環状線「芦原橋」駅より徒歩約１５分
②JR大阪環状線「今宮」駅より徒歩約１５分
③南海汐見橋線「津守」駅より徒歩約１０分

TEL 06-6636-9900
FAX 06-6636-9955

福田　はるみ
随時

（土日以外）
地域活動支援センターサワサワでの職場体験の業務概要はご利用者様との交流が中心となります。

161

(福)晋栄福祉会

茨田大宮地域在宅サービスステー
ションちどり

デイサービス 大阪市
〒538-0031
大阪市鶴見区茨田大
宮3ｰ8ｰ33

①Osaka Metro鶴見緑地線「門真南」駅より徒歩約１
５分

TEL 06-6914-7711
FAX 06-6914-7100

川東　祐憲 随時
体験いただく職種はディサービスセンターの「介護職」になります、職員が一緒に行動をともに致します。体験に際しては、
事前打合せの際希望等お聞きしますので遠慮せずお申出ください。経験・資格の有無は問いません。

161
(福)晋栄福祉会

ナーシングホーム智鳥
特別養護老人ホーム 門真市

〒571-0026
門真市北島町12-3

①Osaka Metro鶴見緑地線「門真南」駅より徒歩約１
５分
②京阪電車「古川橋」駅より京阪バス「門真団地」行
「三ツ島大橋」下車 徒歩約１０分

TEL 072-881-8201
FAX 072-881-8115

大北　淳 随時
従来型の特別養護老人ホームです。介護・医療で連携し、利用者１人１人のニーズに沿ったより良いケアの提供に努めて
います。体験内容については、事前打合わせの際に希望をお伺いします。遠慮なくお申し出ください。経験・資格の有無は
問いません。

161
(福)晋栄福祉会

デイサービスセンター智鳥
デイサービス 門真市

〒571-0026
門真市北島町12-3

①Osaka Metro鶴見緑地線「門真南」駅より徒歩約１
５分
②京阪電車「古川橋」駅より京阪バス「門真団地」行
「三ツ島大橋」下車 徒歩約１０分

TEL 072-881-8201
FAX 072-881-8115

大北　淳 随時
体験いただく職種はディサービスセンターの「介護職」です。高齢で介護が必要な方、１８才以上の障がいをお持ちの方が
利用されています。体験内容は、事前打合わせの際に希望を伺いますので遠慮なくお申出ください。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】13/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0852+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%B8%82%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%97%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.5305135,135.6276047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0852+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%B8%82%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%97%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.5305135,135.6276047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0852+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%8F%A4%E5%B8%82%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%97%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.5305135,135.6276047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B039'54.7%22N+135%C2%B035'09.7%22E/@34.6651932,135.5772792,15z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x6000df96abf6da3f:0xa6b0915d8055d40f!2z44CSNTc3LTA4MDEg5aSn6Ziq5bqc5p2x5aSn6Ziq5biC5bCP6Ziq77yS5LiB55uu77yY!3b1!8m2!3d34.6650982!4d135.5857556!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.665194!4d135.5860344
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B039'54.7%22N+135%C2%B035'09.7%22E/@34.6651932,135.5772792,15z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x6000df96abf6da3f:0xa6b0915d8055d40f!2z44CSNTc3LTA4MDEg5aSn6Ziq5bqc5p2x5aSn6Ziq5biC5bCP6Ziq77yS5LiB55uu77yY!3b1!8m2!3d34.6650982!4d135.5857556!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.665194!4d135.5860344
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B039'54.7%22N+135%C2%B035'09.7%22E/@34.6651932,135.5772792,15z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x6000df96abf6da3f:0xa6b0915d8055d40f!2z44CSNTc3LTA4MDEg5aSn6Ziq5bqc5p2x5aSn6Ziq5biC5bCP6Ziq77yS5LiB55uu77yY!3b1!8m2!3d34.6650982!4d135.5857556!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.665194!4d135.5860344
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.6608837,135.5890166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.6608837,135.5890166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.6608837,135.5890166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.6608837,135.5890166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.6608837,135.5890166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%96/@34.6608837,135.5890166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%87%BA%E5%9F%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6505093,135.4887398,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%87%BA%E5%9F%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6505093,135.4887398,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%87%BA%E5%9F%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6505093,135.4887398,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%87%BA%E5%9F%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.6503526,135.4884232,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%87%BA%E5%9F%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.6503526,135.4884232,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%87%BA%E5%9F%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.6503526,135.4884232,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@34.6483624,135.4877816,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@34.6483624,135.4877816,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@34.6483624,135.4877816,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6481735,135.4874983,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6481735,135.4874983,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%95%B7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6481735,135.4874983,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E6%A9%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6464848,135.4882
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E6%A9%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6464848,135.4882
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E6%A9%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6464848,135.4882
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6504091,135.4798184,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6504091,135.4798184,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6504091,135.4798184,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6504091,135.4798184,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6504091,135.4798184,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0061+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6504091,135.4798184,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%8C%A8%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AE%AE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.7098237,135.5951
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%8C%A8%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AE%AE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.7098237,135.5951
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%8C%A8%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AE%AE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.7098237,135.5951
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'19.9%22N+135%C2%B039'06.9%22E/@34.738874,135.6497253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.738874!4d135.651914
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'19.9%22N+135%C2%B039'06.9%22E/@34.738874,135.6497253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.738874!4d135.651914
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'19.9%22N+135%C2%B039'06.9%22E/@34.738874,135.6497253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.738874!4d135.651914
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'19.9%22N+135%C2%B039'06.9%22E/@34.738874,135.6497253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.738874!4d135.651914
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161
(福)晋栄福祉会

ケアホームちどり
特別養護老人ホーム 門真市

〒571-0038
門真市柳田町15-23

①京阪バス「免許試験場」すぐ
②京阪本線「古川橋」より徒歩10分
③京阪本線「門真市」駅より徒歩12分
④大阪モノレール「門真市」駅より徒歩約12分

TEL 06-6991-8361
FAX 06-6991-8362

牧野　香織 随時
2018（平成30）年3月にオープンしました新しい施設です。ノーリフティングポリシーに基くケアを実践するために介護用リフ
トを多数導入し、また見守りシステムを導入した最新の施設をぜひ体験してください。

163
(福)三秀會

特別養護老人ホーム甍
特別養護老人ホーム 大阪市

〒544-0015
大阪市生野区巽南3-
7-30

①地下鉄千日前線「南巽」駅３番出口より徒歩約５
分

TEL 06-6752-1339
FAX 06-6756-8839

阪田　新吾 随時

注意点）個人のプライバシーを侵す行為に注意すること。安易に写真等は撮らないでください。　要望）利用者さんとの関わりを楽
しんでください。　事業概要）・９０床の施設で、食事、排泄、入浴の３大援助を中心に、身の回りの日々の生活をお手伝いしま
す。・当施設では、食事は利用者さんと一緒に食べる事になっています。・介護には高度な内容もありますが、まずは簡単なことか
ら体験していただきたいと思っています。・その他に、清掃やベットメイキング等の生活援助業務もあります。

163
(福)三秀會

デイサービスセンター　いらか
デイサービスセンター 大阪市

〒544-0015
大阪市生野区巽南3-
7-3１

①地下鉄千日前線「南巽」駅３番出口より徒歩約５
分

TEL 06-6752-1339
FAX 06-6756-8839

斉藤　小百合 随時

注意点）個人のプライバシーを侵す行為に注意すること。個人を中傷するような発言に注意してください。安易に写真等は撮らな
いでください。　要望）比較的お元気な利用者さんとの関わりを楽しんでください。職員も元気満々ですので、面白い時間を過ごせ
ると思います。　事業概要）・３０人規模の施設で、食事、排泄、入浴の３大援助を中心に、レクリエーション・機能訓練・娯楽の提供
をします。・当施設では、食事は利用者さんと一緒に食べることになっています。・介護内容は比較的軽度でお元気な方々が多い
ので、リラックスしていただける内容を工夫しています。・業務の最後に、ホール・トイレ・浴室清掃業務もあります。・初めと後に、
車に便乗して自宅までの「送迎」があります。

163

(福)三秀會

小規模多機能居宅サービス海甍（わ
だいらか）

小規模多機能型居宅介護 阪南市
〒599-0204
阪南市鳥取992 ①南海本線「鳥取ノ荘」駅より徒歩約５分

TEL 06-6752-1339
FAX 06-6756-8839

斉藤　小百合 随時

注意点）個人のプライバシーを侵す行為に注意すること。個人を中傷するような発言に注意してください。安易に写真等は撮らないでくださ
い。　要望）今後の福祉サービスの中で、一番期待される（当社では）サービスを体験してください。　事業概要）・施設、デイ、ヘルパーの３
つの事業を合体させたサービスです。よって、仕事場所がご利用者自宅であったり施設であったりします。・比較的軽度な介護で、食事、排
泄、入浴の３大援助をおこないます。日中のデイ利用時にはレクリエーション、機能訓練、娯楽の提供をします。夜間は、お泊りされる方、
帰宅される方など自由に選択できます。帰宅後に自宅を訪問し、就寝準備や掃除などの身の回りサービスを提供する場合もあります。・一
緒に外出したり（買い物）、通院同行等もあります。・軽度、重度といろいろな方がいらっしゃいますが、一人暮らしのかたにとってはよき話し
相手と成ります。重度の方には、ご家族と一緒に介護をしたりします。・訪問時間は、１軒当たり３０分程度です。・訪問後事務所に帰り、
「訪問記録報告書」の記入をします。

163
(福)三秀會

デイサービスセンター海甍
デイサービスセンター 阪南市

〒599-0204
阪南市鳥取992 ①南海本線「鳥取ノ荘」駅より徒歩約５分

TEL 06-6752-1339
FAX 06-6756-8839

斉藤　小百合 随時

注意点）個人のプライバシーを侵す行為に注意すること。個人を中傷するような発言に注意してください。安易に写真等は撮らな
いでください。　要望）比較的お元気な利用者さんとの関わりを楽しんでください。職員も元気満々ですので、面白い時間を過ごせ
ると思います。　事業概要）・１５人規模の施設で、食事、排泄、入浴の３大援助を中心に、レクリエーション・機能訓練・娯楽の提供
をします。・当施設では、食事は利用者さんと一緒に食べることになっています。・介護内容は比較的軽度でお元気な方々が多い
ので、リラックスしていただける内容を工夫しています。・業務の最後に、ホール、トイレ、浴室清掃業務もあります。・初めと後に、
車に便乗して自宅までの「送迎」があります。

164
(福)枚方療育園

特別養護老人ホーム　山愛
特別養護老人ホーム 大阪市

〒557-0063
大阪市西成区南津守
1-4-7

①Osaka Metro四ツ橋線「岸里」駅より徒歩約１５分
②Osaka Metro堺筋線「天下茶屋」駅より徒歩約１５
分
③南海電車高野線「天下茶屋」駅より徒歩約１５分

TEL 06-6656-7001
FAX 06-6656-7006

関野　巧 ー
介護の仕事は、人を励まし日々の生活を支える大切な仕事。それだけに働きがいを身近に感じ取ることができます。あな
たの明るさとやる気や熱意はきっと利用者に伝わります。この施設ならあなたの持ち味を存分に活かすことができます。

170
(福)若草会

若草園
生活介護 東大阪市

〒578-0973
東大阪市東鴻池町2-
4-33

①近鉄けいはんな線「荒本」駅より近鉄バス「楠見
橋」下車すぐ
②JR「住道」駅より近鉄バス「楠見橋」下車すぐ

TEL 072-965-0300
FAX 072-965-0400

下原　久美子 随時

現在、主として重度知的障がい者の方々が、専門家と繋がりながら、アート活動、農作業、音楽活動、身体活動等による
日常生活を送っておられます。また、「エコキャップ活動」「クラフトボランティア」といった社会貢献活動も取り入れていま
す。私たちは、仕事やモノづくりを通して、利用者の方々の社会参加、社会貢献につながる活動をサポートしていきたいと
考えています。

173
(福)コスモス

ふれあいの里　かたくら

生活介護
就労継続支援B型
自立訓練（生活訓練）

堺市
〒590-0121
堺市南区片蔵165

①泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅より 南海バス「畑」行
「片蔵」下車 徒歩約3分

TEL 072-291-5679
FAX 072-290-5300

中村　智明
坂本　圭

月～金
9：30～16：00

堺市南区にある、主に知的・身体に障害のある方が通所する施設です。陶芸や配食サービス、アルミ缶のリサイクルと
いった授産活動、日中の入浴支援、散歩や創作活動といった余暇支援などを行っています。障害をお持ちの当事者がそ
の人らしく、豊かに生活する事を第1に支援を行っています。

173
(福)コスモス

せんぼく障害者作業所

生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型

堺市
〒590-0142
堺市南区檜尾1382-6

①泉北高速鉄道「栂・美木多」駅より徒歩約15分
TEL 072-296-4520
FAX 072-297-6439

金沢　英世

月～金
10：00～15：00

土
10：00～14：00

知的障害、身体障害等の障害のある方が１２０名通所しています。作業を主にしているのですが、アルミ缶回収・プレス・配
食サービスにかかる仕事・クッキー、せんべいなどお菓子作り又、清掃作業なども行っています。仕事をする上での見守
り、声かけ、直接支援もあります。１日仕事をする班もありますが、散歩やレクレーションなど楽しい取り組みも保障してい
ます。

173
(福)コスモス

おおはま障害者作業所

生活介護
就労継続支援B型

堺市
〒590-0829
堺市堺区東湊町5-
276

①阪堺電車「東湊」駅より徒歩約5分
TEL 072-241-1900
FAX 072-241-1901

脇田　美樹

月～金
9：00～16：00

土(第１・３のみ）
9：00～14：00

おおはま作業所は、知的障害・身体障害等の障害のある方が１０８名通所されています。作業としてアルミ缶等のリサイク
ル事業や配食・給食事業、下請け作業、紙すきや革製品・縫製品等の自主製品作りを行っています。１日作業中心の班も
あれば、半日は散歩やレクレーションを楽しむ班もあります。仲間たちと一緒に作業所での１日を体験していただき、地域
で暮らす仲間たち・作業所について理解を深めていただけるとうれしいです。

173
(福)コスモス

ほくぶ障害者作業所

生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型

堺市
〒591-8011
堺市北区南花田町
536-1

①地下鉄御堂筋線「新金岡」駅より徒歩約15分
②南海高野線「堺東」駅・JR阪和線「堺市」駅より 南
海バス「河内松原」行「南花田東」下車 徒歩約5分

TEL 072-254-5778
FAX 072-259-4459

植北　直子

月～金
9：30～15：30

土(第１・３のみ）
　9：30～13：30

ほくぶ作業所には知的障害、聴覚障害、身体障害などを持つ仲間が９２名、仕事や余暇活動を行っています。一緒にとりく
みに参加していただき障害者への理解を広げてください。

173
(福)コスモス

老人デイサービスセンター結いの里

デイサービスセンター（認知
症対応型）

堺市
〒592-8333
堺市西区浜寺石津町
西5-11-21

①南海本線「諏訪の森」駅 より徒歩約10分
TEL 072-267-6870
FAX 072-267-6860

阿部　裕一郎 随時
介護の必要な高齢者に対して、ケアプランセンター、デイサービス、ヘルパー派遣を行っています。デイサービスでは認知
症の高齢者も含め、入浴支援、機能訓練、レクレーション等の日中活動を行っています。健康を維持し、自分らしく生活で
きるように支えている結いの里です。

173
(福)コスモス

堺東部障害者作業所

生活介護
就労継続支援B型

堺市
〒599-8121
堺市東区高松106

①南海高野線「萩原天神」駅より徒歩約10分
TEL 072-237-2635
FAX 072-237-4590

松永　耕治

月～金
9：30～15：30

土(第１・３のみ）
9：30～13：30

堺とうぶ作業所には知的障害などの利用者が９６名通所しています。クッキーやパンの製造、アルミ缶回収、配食サービ
ス、縫製作業などの仕事をしています。利用者の働く姿を通じて障害に対する理解と支援について知ってください。

175
(福)温友会

いずみ通所センター

生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型

高石市
〒592-0013
高石市取石5-10-35

①JR阪和線「北信太」駅より徒歩約6分
TEL 072-271-5588
FAX 072-273-0093

川辺　真佐紀

下記以外
日祝日、第２・４

土曜日、夏期・冬
期休暇

経験や資格の有無は問いません。まずは「体験すること」から始めてください。　当施設は障がいを持っている人たちが通
所（登録者69名）され、軽作業を主体として毎日活動しています。障がいを持っている人たちのことを理解してもらうには
「ふれあう」ことが第一歩で、人生観が変わる様な「出会い」が待っているかもしれません。元気で明るい利用者とともに皆
様の参加をお待ちしています。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】14/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%83%E9%B3%A5/@34.7309387,135.589457,21z
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%83%E9%B3%A5/@34.7309387,135.589457,21z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.6422017,135.5478042,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.6422017,135.5478042,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.6422017,135.5478042,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%91/@34.6423489,135.5475236,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%91/@34.6423489,135.5475236,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E5%B7%BD%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%91/@34.6423489,135.5475236,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0204+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%98%AA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%B3%A5%E5%8F%96%EF%BC%99%EF%BC%99%EF%BC%92/@34.3502144,135.2249324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000b72c5b992c8f:0x238da7ed5375b4d6!8m2!3d34.35
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0204+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%98%AA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%B3%A5%E5%8F%96%EF%BC%99%EF%BC%99%EF%BC%92/@34.3502144,135.2249324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000b72c5b992c8f:0x238da7ed5375b4d6!8m2!3d34.35
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0204+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%98%AA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%B3%A5%E5%8F%96%EF%BC%99%EF%BC%99%EF%BC%92/@34.3502144,135.2249324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000b72c5b992c8f:0x238da7ed5375b4d6!8m2!3d34.35
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0204+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%98%AA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%B3%A5%E5%8F%96%EF%BC%99%EF%BC%99%EF%BC%92/@34.3502144,135.2249324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000b72c5b992c8f:0x238da7ed5375b4d6!8m2!3d34.35
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.635832,135.4823769,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.635832,135.4823769,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.635832,135.4823769,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0973+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6906648,135.6163939,19z/data=!4m2!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0973+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6906648,135.6163939,19z/data=!4m2!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0973+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.6906648,135.6163939,19z/data=!4m2!
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B029'06.0%22N+135%C2%B030'16.3%22E/@34.4837702,135.4993863,15.66z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.484999!4d135.504531
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B029'06.0%22N+135%C2%B030'16.3%22E/@34.4837702,135.4993863,15.66z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.484999!4d135.504531
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0142+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E6%AA%9C%E5%B0%BE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%96/@34.4806305,135.4809439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d060b1e
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0142+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E6%AA%9C%E5%B0%BE%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%96/@34.4806305,135.4809439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d060b1e
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B033'51.4%22N+135%C2%B027'55.8%22E/@34.564268,135.4633043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.564268!4d135.465493
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B033'51.4%22N+135%C2%B027'55.8%22E/@34.564268,135.4633043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.564268!4d135.465493
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B033'51.4%22N+135%C2%B027'55.8%22E/@34.564268,135.4633043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.564268!4d135.465493
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%8D%97%E8%8A%B1%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5718799,135.5273434,19z/data=!4m2!3m1!1s0x6000d95fd3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%8D%97%E8%8A%B1%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5718799,135.5273434,19z/data=!4m2!3m1!1s0x6000d95fd3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92591-8011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%8D%97%E8%8A%B1%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5718799,135.5273434,19z/data=!4m2!3m1!1s0x6000d95fd3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-8333+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E5%AF%BA%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E7%94%BA%E8%A5%BF%EF%BC%95%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-8333+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E5%AF%BA%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E7%94%BA%E8%A5%BF%EF%BC%95%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-8333+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E5%AF%BA%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E7%94%BA%E8%A5%BF%EF%BC%95%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8121+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%AB%98%E6%9D%BE%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%96/@34.5320062,135.5352937,18z/data=!4m2!3m1!1s0x6000d9efc4a79135:0xf4b7c7c25c2caf0f
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8121+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%AB%98%E6%9D%BE%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%96/@34.5320062,135.5352937,18z/data=!4m2!3m1!1s0x6000d9efc4a79135:0xf4b7c7c25c2caf0f
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E7%9F%B3%E5%B8%82%E5%8F%96%E7%9F%B3%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95+%E6%B8%A9%E5%8F%8B%E4%BC%9A/@34.5112899,135.4425876,17z/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E7%9F%B3%E5%B8%82%E5%8F%96%E7%9F%B3%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95+%E6%B8%A9%E5%8F%8B%E4%BC%9A/@34.5112899,135.4425876,17z/
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186
(福)ひじり福祉会

特別養護老人ホーム　紅葉の郷
特別養護老人ホーム 箕面市

〒562-0015
箕面市稲6-11-20

①北大阪急行電鉄「千里中央」駅より 阪急バス「豊
島高校前」下車 徒歩約５分
②阪急電鉄「豊中」駅より 阪急バス「豊島高校前」下
車 徒歩約５分

TEL 072-726-7700
FAX 072-726-6600

里見　伸一 随時

当施設は周囲を竹林や季節の花々に囲まれた閑静な住宅地にあり、「和顔愛語」の法人訓のもと、ご利用者に笑顔で過
ごしていただくためにはどうすれば良いかということを常に考え、運営しています。それを実践していくためにも、職員の研
修に力を注ぎ、メンター制を取り入れ、新入職員には先輩職員によるマンツーマンの指導を行っています。体験をできる職
種は、介護職、看護職、相談職、介護支援専門員、栄養士です。

190
(福)大恵会

特別養護老人ホームいなば荘
特別養護老人ホーム 岸和田市

〒596-0103
岸和田市稲葉町1066

①ＪＲ阪和線「久米田」駅
TEL 072-479-1515
FAX 072-479-2776

殿本　福子
山田　千恵子

随時

利用者は高齢者です。デイサービスで時間を過ごして頂く中で、利用者様その人その人のしにくい部分のお手伝いをする
のが私たちの仕事です。利用者様にとって居心地の良い笑いや楽しみが一杯の、良かったを感じてもらえる空間が作れる
ように日々頑張っています。出来ない所をさりげなくお手伝いできるって素敵ですよね。良かったを感じてもらえる事が私た
ちの良かったにつながっています。一度体験してみませんか。

190
(福)大恵会

デイサービスセンターいなば荘
デイサービスセンター 岸和田市

〒596-0103
岸和田市稲葉町1066

①ＪＲ阪和線「久米田」駅
TEL 072-479-1515
FAX 072-479-2776

松下　リカ 随時 自然に囲まれた環境の中で、季節感のある施設づくりを目指しています。興味のある方はお気軽にご連絡ください。

192
(福)大阪手をつなぐ育成会

支援センター中

就労継続支援B型
生活介護

大阪市
〒537-0023
大阪市東成区玉津
2-11-28

①JR環状線「鶴橋」駅より 徒歩約１０分
②近鉄「鶴橋」駅より徒歩約１０分
③地下鉄「鶴橋」駅より徒歩約１０分

TEL 06-6975-3380
FAX 06-6748-0336

久岡　友恵 随時

主に知的障害のある方が来られる通所施設です。就労継続支援B型事業では、「自分にあう働き方」を、生活介護事業で
は「自分にあう過ごし方」を、一人ひとりの希望に寄り添い支援しています。作業では、「マンションやビルの階段、廊下を清
掃する外部清掃」、「書類郵送の準備をする発送作業」、「簡単な部品を組み立てる軽作業」、「さをり織り」などをしていま
す。生活介護事業では、作業に加えてレクリエーション活動（外出・音楽・美術・ダンスなど）を実施し、ご利用者の特性に
応じた取り組みをしています。

192
(福)大阪手をつなぐ育成会

支援センターねぎぼうず
生活介護 大阪市

〒551-0032
大阪市大正区北村
3-5-25

①地下鉄長堀鶴見緑地線・JR「大正」駅よりバス「大
正橋」→「済生会泉尾病院前」下車 徒歩約2分
②地下鉄長堀鶴見緑地線・JR「大正」駅よりバス「大
正橋」→「大正区役所前」下車 徒歩約10分

TEL 06-6147-3010
FAX 06-6147-3021

北川　研一 随時
知的障がいのある人たちが働く場です。主にボルトとナットの組合せ、紙エプロン折りなどの下請け作業に取り組んでお
り、利用者さん、職員共にいきいきと働いています。作業等を通して、事業所の雰囲気や実際の支援の様子を見ることが
できると思います。

192
(福)大阪手をつなぐ育成会

支援センターしらさぎ

就労移行支援
自立訓練(生活訓練)
就労継続支援B型

堺市
〒599-8107
堺市東区白鷺町2-
9-32

①南海高野線「白鷺」駅より徒歩約８分
②南海バス「府大研究所前」下車 徒歩約５分

TEL 072-285-5521
FAX 072-288-2026

李　愛華 随時
知的な障害のある方の「働きたい」という気持ちに応えられるよう段階に合わせた就労支援を行っています。定員は60名で
活気あふれるメンバーが日々の様々な作業(縫製加工や組立・洗車作業など）に取り組んでいます。体験時間は9時～16
時までで、作業を通じて障害に対する理解や支援の実際を学んでいただきたいと思います。

192

(福)大阪手をつなぐ育成会

支援センター
い～な･グーテン

生活介護 箕面市
〒562-0014
箕面市稲6-15-26

①モノレール・北大阪急行「千里中央」駅より
7番バス乗り場より、81,82,83,85番より乗車「新船場
北橋」下車 徒歩約10分

TEL 072-726-1141
FAX  072-726-1142

山野　英樹 随時

多機能型事業所 営業日:月～金曜日 営業時間:9～16時 [生活介護]定員28名。高齢の知的障害の方が通っている事業
所です。それぞれの方が作業(ﾀｵﾙ折り､ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ､ﾊﾞｻﾞｰなど)､創作(はり絵､さをり織りなど)､健康(動作法､散歩など)､行事
(一泊旅行､音楽会など)､自分のやりたいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを自分のﾍﾟｰｽで楽しく取組んでいます。[就労移行支援]定員12名。作業
(清掃を中心に軽作業､事務作業など)､就労支援(ｼﾞｮﾌﾞｶﾞｲﾀﾞﾝｽ､企業実習など)､ｽｷﾙｱｯﾌﾟ支援(ﾊﾟｿｺﾝｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞほか)､ｴ
ﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援(一泊旅行､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸなど)を柱に､個別支援を大切にして本人が主体的に取組む支援を行っています。

192
(福)大阪手をつなぐ育成会

支援センターさくら

就労移行支援
自立訓練(生活訓練）
就労継続支援A型

大東市
〒574-0036
大東市末広町15-6

①JR学研都市線「住道」駅 より南へ徒歩約３分
TEL 072-871-0030
FAX 072-889-2365

園部　勝彦 随時

「働きたい！」を応援します。　主に知的障害のある方を対象にした、一般就労に必要な職業生活習慣等を身につけるた
めの事業所です。利用者がベルトコンベア等を使った工場内作業（軽作業）及び洗車作業や接客業等の経験を通じて、就
職や社会生活に必要な知識・技術の習得を支援しています。就労移行支援、自立訓練(生活訓練）とも、原則２年間で、一
人ひとりの利用者に応じた個別支援計画に基づいて、日常的な作業支援を通じた基礎的なトレーニングをはじめ、実際の
求職活動から就職までの支援を行っています。

192
(福)大阪手をつなぐ育成会

支援センターあまみ

就労移行支援
就労継続支援B型

松原市
〒580-0032
松原市天美東1-55-
1

①近鉄大阪線「河内天美」駅より徒歩約8分
TEL 072-331-9200
FAX 072-338-3456

北口　信二 随時
知的障害のある人の「働きたい」という思いに応えます。たとえ離職しても、たとえ年齢を重ねても働くというプライドを持ち
続ける事を応援します。

204
(福)寿光会

特別養護老人ホーム　寿光園
特別養護老人ホーム 八尾市

〒581-0853
八尾市楽音寺2-125

①近鉄「山本」駅より近鉄バス瓢箪山駅行「楽音寺」
下車 徒歩約５分

TEL 072-941-2130
FAX 072-941-2128

鶴田　晶子 ー
介護はいつかあなたも受けるかもしれません。そんな時あなたならどのような介護をうけたいでしょうか？あなたが受ける
かもしれない介護を実際に体験してみませんか？きっとあなたの答えが見つかるのでは無いでしょうか。

207
(福)福友会

特別養護老人ホーム　うぐいすの里
特別養護老人ホーム 枚方市

〒573-0094
枚方市南中振3-8-20

①京阪電車「香里園」駅より徒歩約１５分
TEL 072-833-6000
FAX 072-833-6610

友田　善隆 ―
ユニットケア型の特別養護老人ホームです。　まずは、体験してみませんか？お会いできることを心より楽しみにしていま
す。

207

(福)福友会

デイサービスセンター　第２うぐいす
の里

デイサービスセンター 枚方市
〒573-0094
枚方市南中振3-8-20

①京阪電車「香里園」駅より徒歩約１５分
TEL 072-833-6000
FAX 072-833-6610

井上　真理子 ―
特別養護老人ホームに併設されたデイサービスです。まずは、体験してみませんか？お会いできることを心より楽しみにし
ています。

207
(福)福友会

デイサービスセンター　うぐいすの里
デイサービスセンター 枚方市

〒573-0153
枚方市藤阪東町1-3-
10

①JR学研都市線「長尾」駅より徒歩約１０分
TEL 072-859-9000
FAX 072-859-9009

永木　日載
（ナガキ　アキ
ノリ）

―
ケアハウスに併設されているデイサービスです。まずは、体験してみませんか？お会いできることを心より楽しみにしてい
ます。

208
(福)親光会

みさき

介護老人保健施設・通所リ
ハビリテーション

泉南郡
岬町

〒599-0301
泉南郡岬町淡輪1790

①南海本線「淡輪」駅より徒歩約30～40分
TEL 072-494-0100
FAX 072-494-0228

御前　昭年 ―
当施設は「笑顔で暮らせる豊かな暮らし」の実現に向け、職員一同、サービス提供させて頂いてます。私達と共に、１つで
も多くの笑顔を引き出す為、介護体験してみませんか。　業務内容ー入浴介助、排泄介助、食事援助、レクリェーション、リ
バビリテーション、送迎等

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】15/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B049'08.9%22N+135%C2%B028'53.3%22E/@34.819143,135.4792953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.819143!4d135.481484
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B049'08.9%22N+135%C2%B028'53.3%22E/@34.819143,135.4792953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.819143!4d135.481484
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92596-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%A8%B2%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%96%EF%BC%96/@34.4321017,135.4455507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92596-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%A8%B2%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%96%EF%BC%96/@34.4321017,135.4455507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92596-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%A8%B2%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%96%EF%BC%96/@34.4321017,135.4455507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92596-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%A8%B2%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%96%EF%BC%96/@34.4321017,135.4455507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92537-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E6%B4%A5%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@34.6683314
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92537-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E6%B4%A5%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@34.6683314
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92537-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E6%B4%A5%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@34.6683314
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%9D%91%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6505114,135.4647058,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%9D%91%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6505114,135.4647058,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E5%8C%97%E6%9D%91%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6505114,135.4647058,17z/data=!3m1!
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92599-8107+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%99%BD%E9%B7%BA%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%89%8B%E3%82%92%25E
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92599-8107+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%99%BD%E9%B7%BA%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%89%8B%E3%82%92%25E
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92599-8107+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%99%BD%E9%B7%BA%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%89%8B%E3%82%92%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%A8%B2%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.8185203,135.4828762,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fa5589d0c293:0xff51a01fd4bafad!8m2!3d34.8186423!4d135.4843648
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%A8%B2%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.8185203,135.4828762,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fa5589d0c293:0xff51a01fd4bafad!8m2!3d34.8186423!4d135.4843648
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92574-0036+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%9C%AB%E5%BA%83%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.7040121,135.6187543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f8a982
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92574-0036+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%9C%AB%E5%BA%83%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.7040121,135.6187543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f8a982
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92580-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%BE%8E%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5884573,135.5383617,17z/data=!3m1!
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92580-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%BE%8E%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5884573,135.5383617,17z/data=!3m1!
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92580-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%BE%8E%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5884573,135.5383617,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%81%A0%E9%87%8C%E5%B0%8F%E9%87%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5966423,135.4952
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%81%A0%E9%87%8C%E5%B0%8F%E9%87%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5966423,135.4952
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0094+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%8D%97%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7907649,135.6189138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0094+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%8D%97%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7907649,135.6189138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0094+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%8D%97%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7907649,135.6189138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0094+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%8D%97%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7907649,135.6189138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0153+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E8%97%A4%E9%98%AA%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8200316,135.7056058,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0153+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E8%97%A4%E9%98%AA%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8200316,135.7056058,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0153+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E8%97%A4%E9%98%AA%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8200316,135.7056058,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E5%B2%AC%E7%94%BA%E6%B7%A1%E8%BC%AA%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%99%EF%BC%90+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%A6%AA%E5%85%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E5%B2%AC%E7%94%BA%E6%B7%A1%E8%BC%AA%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%99%EF%BC%90+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%A6%AA%E5%85%89%25E
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208
(福)親光会

淡輪園
特別養護老人ホーム

泉南郡
岬町

〒599-0301
泉南郡岬町淡輪
5635-1

①南海本線「淡輪」駅より徒歩約15分 TEL 072-494-0900
FAX 072-494-3039

小林　綾子 ―
淡輪園スタッフは「笑顔で暮らせる豊かな生活」を目標に介護を行っています。私たちと一緒にお年寄りの笑顔をひきだし
てみませんか？

216
(福)帝塚山福祉会

阪和苑
特別養護老人ホーム 大阪市

〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎
町2-3-10

①「天王寺」駅より徒歩約5分
TEL 06-6626-3731
FAX 06-6626-3732

島田　文子 随時
当施設は天王寺ターミナルに隣接し、御家族の方々も訪れやすい都心にある　介護老人福祉施設です。体験できる職種
は、介護職です。
体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。体験や資格の有無も問いません。

216

(福)帝塚山福祉会

帝塚山特別養護老人ホーム　玲風
苑

特別養護老人ホーム 大阪市
〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東2-1-35

①阪堺上町線「帝塚山3丁目」駅より徒歩約2分
TEL 06-4701-1121
FAX 06-4701-1131

古野　光則 随時
当施設は、帝塚山・万代池のほとりに開かれた高齢者の介護福祉施設です。体験できる職種は、介護職です。体験に際し
て、希望・要望がありましたらお申し出ください。経験や資格の有無も問いません。

216
(福)帝塚山福祉会

聖和苑
介護老人保健施設 大阪市

〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山
東2-1-35

①阪堺上町線「帝塚山3丁目」駅より徒歩約1分
TEL 06-4701-7011
FAX 06-4701-7015

村山　茂 随時
当施設は　帝塚山・万代池に隣接し、お年寄りの家庭生活への復帰のお手伝いをさせていただく介護老人保健施設です
体験できる職種は、介護職です。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。経験や資格の有無も問いま
せん。

216
(福)帝塚山福祉会

浜木綿苑
特別養護老人ホーム 大阪市

〒559-0034
大阪市住之江区南港
北1-4-1

①地下鉄中央線「コスモスクエア」駅よりサークルバ
ス「国際交流センター前」下車 徒歩約1分

TEL 06-6613-7053
FAX 06-6613-3303

采井(ウネイ）
崇浩

随時

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・養護老人ホーム・ケアハウスが１つの建物にある、総ベッド数430床・職員数約
200名の大規模複合型施設で、特別養護老人ホームの職場体験にご参加いただけます。実習先等では聞きにくかった事
や疑問点等が口に出せずに就職して発生する“条件等のミスマッチ”が起こらないよう、介護現場で働く介護士が生の声と
して、誠心誠意こたえさせていただきますので、何でもお気軽にお尋ね下さい。

216
(福)帝塚山福祉会

雅秀苑
介護老人保健施設 大阪市

〒559-0034
大阪市住之江区南港
北1-4-1

①Osaka Metro中央線「コスモスクエア」駅よりサークル
バス「ホテルフクラシア大阪ベイ前」または「住友生命
前」下車
②Osaka Metroニュートラム「コスモスクエア」駅よりサー
クルバス「ホテルフクラシア大阪ベイ前」または「住友生
命前」下車

TEL 06-6613-8501
FAX 06-6613-3305

木村　泰大 随時
はじめまして、介護老人保健施設雅秀苑です。「介護の仕事に興味があるけれど、少し不安・・・」「高齢者を支えるサービ
スって、どんな事をしているの？」とお考えかと思います。この体験を通して、少しでも介護のしごとについて知っていただ
き、より興味を持っていただけたらと思います。「少しでも、介護をやってみたい」と思っている方であれば、大歓迎です！！

216
(福)帝塚山福祉会

浜茄子苑
養護老人ホーム 大阪市

〒559-0034
大阪市住之江区南港
北1-4-1

①Osaka Metro中央線「コスモスクエア」駅よりサークル
バス「ホテルフクラシア大阪ベイ前」または「住友生命
前」下車
②Osaka Metroニュートラム「コスモスクエア」駅よりサー
クルバス「ホテルフクラシア大阪ベイ前」または「住友生
命前」下車

TEL 06-6613-7700
FAX 06-6613-7778

富田　登茂彦
谷口　サナヱ

随時
平成16年4月に開設した養護施設です。65歳以上の方で「環境上の理由」「経済的理由」により居宅で生活が困難な方を
受入れる施設です。入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加する為に必要な指導及び訓練他援助を行うこ
とを目的としています。ご一緒に、お手伝いしましょう。

222
(福)四天王寺福祉事業団

四天王寺たまつくり苑

特別養護老人ホーム
ケアハウス
デイサービス
居宅介護支援
訪問介護

大阪市
〒543-0014
大阪市天王寺区玉造
元町1-29

①ＪＲ環状線「玉造」駅
TEL 06-6763-4115
FAX 06-6763-4165

小池　志保 随時
最寄駅から徒歩１分、高齢者のための便利な生活施設で職場体験ができます。ご利用者の皆様とのふれあいを大切にし
て下さい。利用者の皆様の見守りやコミュニケーションを通じて介護を体験してください。

222
(福)四天王寺福祉事業団

四天王寺悲田院養護老人ホーム
養護老人ホーム 羽曳野市

〒583-0868
羽曳野市学園前6-1-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅
②近鉄南大阪線「古市」駅

TEL 072-957-7511
FAX 072-950-3419

石井　孝弘 随時
日常生活支援の中で、ご利用者さんと楽しく過ごせる職場です。人生の大先輩であるご利用者さんと共に、大切な時間を
実感してください。

222

(福)四天王寺福祉事業団

四天王寺悲田院特別養護老人ホー
ム

特別養護老人ホーム 羽曳野市
〒583-0868
羽曳野市学園前6-1-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅
②近鉄南大阪線「古市」駅

TEL 072-957-7512
FAX 072-957-7506

近藤　正和 随時
高齢者介護に興味のある方、お気軽にお越し下さい。間接的な内容から徐々にステップアップできる業務カリキュラムと、
人間関係の良さが自慢の職場です。

222
(福)四天王寺福祉事業団

四天王寺悲田院デイセンター
デイサービス 羽曳野市

〒583-0868
羽曳野市学園前6-1-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅
②近鉄南大阪線「古市」駅

TEL 072-957-7513
FAX 072-957-1116

大島　巧 随時 体験したい内容等、事前に要望をうかがいますので、お気軽にお問い合せください。

222
(福)四天王寺福祉事業団

四天王寺悲田院　埴生苑
地域生活支援センター 羽曳野市

〒583-0868
羽曳野市学園前6-1-
1

①近鉄南大阪線「藤井寺」駅
②近鉄南大阪線「古市」駅

TEL 072-957-7516
FAX 072-950-1531

宮浦　稔夫 随時 少人数の明るい職場で福祉の心に触れてみませんか。

222
(福)四天王寺福祉事業団

四天王寺大畑山苑
特別養護老人ホーム 八尾市

〒581-0000
八尾市大字恩智
1092-2

①近鉄大阪線「恩智」駅
TEL 072-941-0252
FAX 072-941-0315

西生　康伸 随時
介護が必要なご利用者様に対して、安心して又喜びのある生活を専門的な視点で考え支援していく職場です。体力は必
要ですが、明るく人と関わることのできる方を望みます。

237
みとうメディカル(株)

みとう多機能ホーム
小規模多機能型居宅介護 大阪市

〒558-0002
大阪市住吉区長居西
3-3-16

①地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩約10分
②ＪＲ「長居」駅

TEL 06-6607-0404
FAX 06-6607-0405

松原　加代子 随時
地域密着型サービス みとう多機能ホームの理念です。「地域に愛され　信頼されるホームをめざします。家庭的な環境と
地域住民との交流のもとで尊厳あるその人らしい生活を目指します。」皆さん、多機能の現場を見て下さい。みとう多機能
ホームのスタッフと一緒に　本当の個別ケアとは何かを話合いましょう。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】16/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E5%B2%AC%E7%94%BA%E6%B7%A1%E8%BC%AA%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E5%B2%AC%E7%94%BA%E6%B7%A1%E8%BC%AA%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E9%83%A1%E5%B2%AC%E7%94%BA%E6%B7%A1%E8%BC%AA%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0053+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9D%BE%E5%B4%8E%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6442311,135.5130
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0053+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9D%BE%E5%B4%8E%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6442311,135.5130
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0053+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9D%BE%E5%B4%8E%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6442311,135.5130
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.620259,135.49985
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.620259,135.49985
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.620259,135.49985
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.620259,135.49985
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.620259,135.49985
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.620259,135.49985
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.6384077,135.42296,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E7%8E%89%E9%80%A0%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%99/@34.6731169,135.5304215,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E7%8E%89%E9%80%A0%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%99/@34.6731169,135.5304215,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E7%8E%89%E9%80%A0%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%99/@34.6731169,135.5304215,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0868+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.547755,135.5822921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0000+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E6%81%A9%E6%99%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%99%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%A4%A7%E7%95%91%E5%B1%B1%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0000+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E6%81%A9%E6%99%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%99%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%A4%A7%E7%95%91%E5%B1%B1%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0000+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E6%81%A9%E6%99%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%99%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%A4%A7%E7%95%91%E5%B1%B1%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6080521,135.5055168,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6080521,135.5055168,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6080521,135.5055168,17z/d


受
入
事
業
者

番
号

法人名

事業所名
事業種別 地区 所在地 交通アクセス 連絡先 担当者

受入可能時
期

メッセージ

237
みとうメディカル(株)

みとうデイサービスレッツゴー
デイサービスセンター 大阪市

〒558-0002
大阪市住吉区長居西
3-3-16

①地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩約10分
②ＪＲ「長居」駅より徒歩約１０分

TEL 06-6607-0404
FAX 06-6607-0405

松原　加代子 随時
レッツゴーでは動きやすい体づくりをめざして、フィットネス感覚でのリハビリを実施しています。パワーリハビリとはトレーニ
ングマシーンを利用したリハビリ訓練の１つです。高齢者の運動機能の維持･向上を目的とし、「立つ｣「歩く」「座る」といっ
た基本的な動作に必要な筋肉と神経を眠りから覚まします。

237
みとうメディカル(株)

みとうデイサービスセンター
デイサービスセンター 大阪市

〒558-0004
大阪市住吉区長居西
3-6-21

①地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩約10分
②ＪＲ「長居」駅より徒歩約10分

TEL 06-6607-0404
FAX 06-6607-0405

松原　加代子 随時
とても明るく、笑顔いっぱいのデイです。カルチャースクールや屋上菜園などがあり、好きな事、興味のあることに利用者さ
んが挑戦して、いつまでも若々しく！を目指しています。

237
みとうメディカル(株)

みとうグループホーム長居
グループホーム 大阪市

〒558-0004
大阪市住吉区長居西
3-6-21

①地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩約10分
TEL 06-6607-0404
FAX 06-6607-0405

松原　加代子 随時 18名の入居者様と家庭的な雰囲気の中で、共に学び、助け合う共同生活を体験して見ませんか？

237
みとうメディカル(株)

ヘルパーステーションみとう
訪問介護 大阪市

〒558-0004
大阪市住吉区長居東
4-5-6　大宝ビル208
号

①地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩約1分
②ＪＲ「長居」駅より徒歩約5分

TEL 06-6607-0404
FAX 06-6607-0405

松原　加代子
月中旬
１０日～２０日頃

ヘルパーの心得から介護技術まで、丁寧に指導致します。月に一度のヘルパー会議において、スキルアップのため意見
交換や研修等があります。ご利用者様のお宅を訪問し、身体介護・生活援助・通院介助など、毎日色々な仕事がありま
す。

237
みとうメディカル(株)

みとうヘルパーステーション第２
訪問介護 大阪市

〒558-0004
大阪市住吉区長居東
4-7-2

①地下鉄「長居」駅より徒歩約1分
②ＪＲ「長居」駅より徒歩約3分

TEL 06-6607-0404
FAX 06-6607-0405

松原　加代子 随時

私どもの事業所では、利用者様宅への訪問介護が主な仕事になります。1人１人の高齢者の方が御自分の家で、御自身
のスタイルで生活されています。高齢者もしくは障害者のある方の日常生活の支援、また体調を悪くされている方の介護
に少しでも関わってみたいと思われる方、現在ホームヘルパー２級の勉強をされている方、これから受講されようと思って
いる方、是非体験してみて下さい。

239
(福)豊中きらら福祉会

工房モコ
生活介護 豊中市

〒560-0032
豊中市蛍池東町4-5-
4　木田ハイツ１F

①阪急宝塚線「蛍池」駅
TEL 06-6848-0007
FAX 06-6843-9005

井口　朋子 随時
当施設は、支援スタッフのスキルアップの為の研修や会議を大事にし、障害のある人たちが主人公になれる職場を目指し
ています。　体験できる職種は、生活支援員です。作業は、木工作業などです。身体障害者が多いので生活支援（食事、ト
イレ、移動等の介助）が主になります。経験や資格の有無は問いません。

239
(福)豊中きらら福祉会

工房「羅針盤」

生活介護
就労継続支援B型

豊中市
〒560-0055
豊中市春日町3-1-41

①阪急宝塚線「豊中」駅より阪急バス「春日町２丁
目」下車

TEL 06-6152-4770
FAX 06-6152-4771

山河　正裕 随時
当施設は、支援スタッフのスキルアップの為の研修や会議を大事にし、障害のある人たちが主人公になれる職場を目指し
ています。体験できる職種は、生活支援員、職業指導員などがあります。作業は、内職仕事、木工作業、クッキーせんべい
製造販売、グラスアートづくりなどです。経験や資格の有無は問いません。

239
(福)豊中きらら福祉会

きらら作業所

生活介護
就労継続支援B型

豊中市
〒560-0081
豊中市新千里北町2-
19-1

①北大阪急行・モノレール 「千里中央」駅
TEL 06-6836-5800
FAX 06-6835-7161

大西　明子 随時
当施設は、支援スタッフのスキルアップの為の研修や会議を大事にし、障害のある人たちが主人公になれる職場を目指し
ています。体験できる職種は、生活支援員、職業指導員、調理師（要検便）などがあります。作業は、廃品回収、雑誌配り、
野菜作り、パン粉、クッキー製造販売、お弁当づくりなどです。経験や資格の有無は問いません。

239
(福)豊中きらら福祉会

第2工房「羅針盤」

生活介護
就労継続支援B型

豊中市
〒561-0808
豊中市原田元町2-
25-21　大島ビル

①阪急宝塚線「曽根」駅 TEL 06-4865-5525
FAX 06-4865-5526

奥田　真 ―
当施設は、支援スタッフのスキルアップの為の研修や会議を大事にし、障害のある人達が主人公になれる職場を目指して
います。体験できる職種は、製菓業、内職仕事、木工作業などです。経験や資格の有無は問いません。

239
(福)豊中きらら福祉会

クレヨン
生活介護 豊中市

〒561-0834
豊中市庄内栄町4-
12-17

①阪急宝塚線「庄内」駅
TEL 06-6335-5121
FAX 06-6335-5121

日野　聡也 随時
当施設は、支援スタッフのスキルアップの為の研修や会議を大事にし、障害のある人達が主人公になれる職場を目指して
います。体験できる職種は、生活支援員です。作業は、主に内職作業と仕入れ販売などです。経験や資格の有無は問い
ません。

239
(福)豊中きらら福祉会

ワークセンターとよなか

生活介護
就労継続支援B型

豊中市
〒561-0858
豊中市服部西町5-
18-5　プランビル

①阪急宝塚線「服部」駅
TEL 06-6862-2219
FAX 06-6865-1507

熊谷　隆 随時

当施設は、支援スタッフのスキルアップの為の研修や会議を大事にし、障害のある人たちが主人公になれる職場を目指し
ています。　体験できる職種は、職業指導員などがあります。作業は、ダンボール製造工場派遣、清掃作業、陶器製造販
売などです。経験や資格の有無は問いません。

240
(福)美郷会

特別養護老人ホーム美来
特別養護老人ホーム 交野市

〒576-0051
交野市倉治4-40-7

①京阪「交野」駅
TEL 072-810-8670
FAX 072-810-8671

吉田　和也 随時

当法人グループは、北枚方を中心に、入院による急性期の治療、リハビリテーションから、退院後の在宅往診、訪問看護、
訪問介護、通所介護、施設介護など、切れ目のない総合的な医療・福祉サービスを展開し、法人全体で住み慣れた在宅
での生活をできる限り継続できるよう支援を行っています。当施設は、全室個室ユニット型特養で、入所８０床、ショートス
テイ１０床にデイサービスセンター、小規模多機能ホームを併設しています。介護への意欲をお持ちの方、お待ちしており
ます。

240
(福)美郷会

特別養護老人ホーム美郷
特別養護老人ホーム 枚方市

〒573-1137
枚方市西招提町1253

①京阪「樟葉」駅
TEL 072-866-7007
FAX 072-866-7006

佐賀　俊一 随時

当法人グループは、北枚方を中心に、入院による急性期の治療、リハビリテーションから、退院後の在宅往診、訪問看護、
訪問介護、通所介護、施設介護など、切れ目のない総合的な医療・福祉サービスを展開し、法人全体で住み慣れた在宅
での生活をできる限り継続できるよう支援を行っています。当施設は、全室個室ユニット型特養で、入所７０床、ショートス
テイ２０床にデイサービスセンター、グループホームを併設しています。介護への意欲をお持ちの方、お待ちしております。

240
(福)美郷会

有料老人ホーム美華
有料老人ホーム 枚方市

〒573-1138
枚方市招提北町2-
34-1

①京阪「樟葉」駅
TEL 072-864-5713
FAX 072-864-5715

山路　和則 随時

法人グループは、北枚方を中心に、入院による急性期の治療、リハビリテーションから、退院後の在宅往診、訪問看護、訪
問介護、通所介護、施設介護など、切れ目のない総合的な医療・福祉サービスを展開し、法人全体で住み慣れた在宅で
の生活をできる限り継続できるよう支援を行っています。当施設は、平成１９年に開設した、入居１００床の介護付有料老
人ホームです。介護への意欲をお持ちの方、お待ちしております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】17/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6080521,135.5055168,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6080521,135.5055168,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6080521,135.5055168,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6073022,135.5046281,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6073022,135.5046281,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6073022,135.5046281,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6073022,135.5046281,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6073022,135.5046281,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E8%A5%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6073022,135.5046281,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6102019,135.5112689,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6102019,135.5112689,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6102019,135.5112689,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96/@34.6102019,135.5112689,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6097047,135.510819,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6097047,135.510819,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6097047,135.510819,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%9E%A2%E6%B1%A0%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94+%E6%9C%A8%E7%94%B0%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%84/@34.798820
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%9E%A2%E6%B1%A0%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94+%E6%9C%A8%E7%94%B0%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%84/@34.798820
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%9E%A2%E6%B1%A0%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94+%E6%9C%A8%E7%94%B0%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%84/@34.798820
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0052+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.8111973,135.4654995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0052+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.8111973,135.4654995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92560-0081+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8192341,135.4940
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92560-0081+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8192341,135.4940
https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92560-0081+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8192341,135.4940
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0808+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7707493,135.4573539,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0808+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7707493,135.4573539,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0808+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7707493,135.4573539,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'47.7%22N+135%C2%B028'01.3%22E/@34.7465782,135.4659437,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x6000e572e4651109:0xfd77091199943c83!2z44CSNTYxLTA4MzQg5aSn6Ziq5bqc6LGK5Lit5biC5bqE5YaF5qCE55S677yU5LiB55uu77yR77yS!3b1!8m2!3d34.7466362!4d135.4670121!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.7465757!4d135.467038
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'47.7%22N+135%C2%B028'01.3%22E/@34.7465782,135.4659437,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x6000e572e4651109:0xfd77091199943c83!2z44CSNTYxLTA4MzQg5aSn6Ziq5bqc6LGK5Lit5biC5bqE5YaF5qCE55S677yU5LiB55uu77yR77yS!3b1!8m2!3d34.7466362!4d135.4670121!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.7465757!4d135.467038
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'47.7%22N+135%C2%B028'01.3%22E/@34.7465782,135.4659437,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x6000e572e4651109:0xfd77091199943c83!2z44CSNTYxLTA4MzQg5aSn6Ziq5bqc6LGK5Lit5biC5bqE5YaF5qCE55S677yU5LiB55uu77yR77yS!3b1!8m2!3d34.7466362!4d135.4670121!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.7465757!4d135.467038
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0858+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9C%8D%E9%83%A8%E8%A5%BF%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%95+%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%AB/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0858+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9C%8D%E9%83%A8%E8%A5%BF%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%95+%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%AB/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0858+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9C%8D%E9%83%A8%E8%A5%BF%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%95+%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%AB/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%80%89%E6%B2%BB%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7956057,135.682742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001195019fa
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%80%89%E6%B2%BB%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7956057,135.682742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001195019fa
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1137+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%8B%9B%E6%8F%90%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%93/@34.8443252,135.6790106,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011b7b872cc899:0x5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1137+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%8B%9B%E6%8F%90%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%93/@34.8443252,135.6790106,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011b7b872cc899:0x5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1138+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%8B%9B%E6%8F%90%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%BE%8E%E9%83%B7%E4%BC%9A%E6%9C%89%E6%96%99%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1138+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%8B%9B%E6%8F%90%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%BE%8E%E9%83%B7%E4%BC%9A%E6%9C%89%E6%96%99%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1138+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%8B%9B%E6%8F%90%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%BE%8E%E9%83%B7%E4%BC%9A%E6%9C%89%E6%96%99%25E
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240
(福)美郷会

有料老人ホームまきの美郷
有料老人ホーム 枚方市

〒573-1149
枚方市牧野北町11-
15

①京阪「牧野」駅
TEL 072-850-9271
FAX 072-850-9272

村上　俊輔 随時
当施設は平成23年3月に開設しました。眺望も良く、明るい施設です。平均介護度は、2.5～3.0程度なので、他の老健や特
養などの施設と比べてもお元気な利用者が多く、介護体験施設としてはうってつけだと思います。未経験の方、ブランクの
ある方でも安心して福祉体験ができる環境ですので、ご応募をお待ちしています。

244
(福)玉美福祉会

高齢者ケアセンター　向日葵
特別養護老人ホーム 東大阪市

〒578-0932
東大阪市玉串町東1-
10-20

①近鉄奈良線「東花園」駅より徒歩約13分
TEL 072-966-7756
FAX 072-966-5015

常岡　隆弘 随時

玉美福祉会では介護職員をはじめ、看護職員、介護支援専門員、生活相談員、管理栄養士など様々な職種の職員が働
いています。職場体験を通してそれぞれの職員が自分の役割を果たし、利用者のために職務に取り組んでいる姿を見て
いただければと思います。体験中は職員がよい体験をできるようサポートさせて頂きます。体験について不明な点がありま
したらお申し出ください。

244
(福)玉美福祉会

総合ケアセンター　八戸ノ里向日葵
特別養護老人ホーム 東大阪市

〒578-0944
東大阪市若江西新町
3-1-9

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩約20分
TEL 06-6730-7181
FAX 06-6730-7182

布施　晶子 随時

玉美福祉会では介護職員をはじめ、看護職員、介護支援専門員、生活相談員、管理栄養士など様々な職種の職員が働
いています。職場体験を通してそれぞれの職員が自分の役割を果たし、利用者のために職務に取り組んでいる姿を見て
いただければと思います。体験中は職員がよい体験をできるようサポートさせて頂きます。体験について不明な点がありま
したらお申し出ください。

245
(福)希望会

枚方老人保健施設　のぞみ
介護老人保健施設 枚方市

〒573-0001
枚方市田口山1-7-1

①京阪本線「枚方市」駅より京阪バス「出屋敷」下車
徒歩約3分
②JR学研都市線「長尾」駅より京阪バス「出屋敷」下
車 徒歩約3分

TEL 072-857-2525
FAX 072-857-0180

濵名　知子
（ハマナ　ノリ
コ）

随時

枚方老人保健施設のぞみでは、介護職を希望される方や介護に関心のある方、また介護の必要な高齢者を抱えておられ
るご家族様などに、施設の見学や介護体験等を募集しています。　老人保健施設での実際の介護がどのように行われて
いるか、また、高齢者に対するリハビリテーションの実際など、看護、介護、リハビリの専門家の指導も受けることができま
す。ぜひこの制度をご利用いただき、お役に立てていただければと思います。

245
(福)希望会

特別養護老人ホームのぞみの杜
特別養護老人ホーム 枚方市

〒573-0093
枚方市東中振2-17-
13

①京阪本線「光善寺」駅より徒歩約15分
TEL 072-835-3337
FAX 072-835-2277

福井　美幸 随時
利用者様を敬う気持ちがありましたら介護職の資質があると言えます。知識や経験は、仕事を始めてから誠実に仕事や勉
強をする事で身に付いていきます。介護施設を初めての方も遠慮なく体験して下さい。

246
(福)おおとり福祉会

老人保健施設　堺ラ・メール
介護老人保健施設 堺市

〒590-0837
堺市堺区柏木町3-3-
9

①南海本線「石津川」駅より徒歩約10分
②阪堺線「東湊」駅より徒歩約5分

TEL 072-245-8866
FAX 072-245-8833

越智　茂 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

246
(福)おおとり福祉会

特別養護老人ホーム　朗友サロン
特別養護老人ホーム 堺市

〒593-8312
堺市西区草部743

①JR阪和線「鳳」駅よりバス「万崎」下車 徒歩約5分
②JR阪和線「津久野」駅よりバス「鈴ノ宮団地西口」
下車 徒歩約10分

TEL 072-271-7611
FAX 072-271-7311

生田　勝己 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

246
(福)おおとり福祉会

朗友サロンデイサービスセンター
デイサービス 堺市

〒593-8312
堺市西区草部743

①JR阪和線「鳳」駅よりバス「万崎」下車 徒歩約5分
②JR阪和線「津久野」駅よりバス「鈴ノ宮団地西口」
下車 徒歩約10分

TEL 072-271-7611
FAX 072-271-7311

生田　勝己 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

246
(福)おおとり福祉会

ほがらか草部　グループホーム
グループホーム 堺市

〒593-8312
堺市西区草部933

①JR阪和線「鳳」駅よりバス「万崎」下車 徒歩約5分
②JR阪和線「津久野」駅よりバス「八田西団地」下車
徒歩約5分

TEL 072-271-0077
FAX 072-271-0215

宇田　浩 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

246
(福)おおとり福祉会

ほがらか福泉グループホーム
グループホーム 堺市

〒593-8312
堺市西区草部933-2

①JR阪和線「鳳」駅よりバス「万崎」下車 徒歩約5分
②JR阪和線「津久野」駅よりバス「八田西団地」下車
徒歩約5分

TEL 072-275-0100
FAX 072-275-0070

西山　昌治 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

246
(福)おおとり福祉会

特別養護老人ホーム　朗友館
特別養護老人ホーム 堺市

〒593-8324
堺市西区鳳東町6-
659-1

①JR阪和線「鳳」駅より徒歩約12分
TEL 072-275-1555
FAX 072-275-1775

小林　建次 随時 動きやすい服装でお越し下さい

246
(福)おおとり福祉会

朗友館デイサービスセンター
デイサービス 堺市

〒593-8324
堺市西区鳳東町6-
659-1

①JR阪和線「鳳」駅より徒歩約12分
TEL 072-275-1555
FAX 072-275-1775

小林　建次 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

246

(福)おおとり福祉会

おおとり福祉会ヘルパーステーショ
ン

訪問介護 堺市
〒593-8324
堺市西区鳳東町6-
659-1

①JR阪和線「鳳」駅より徒歩約12分
TEL 072-275-1555
FAX 072-275-1775

小林　建次 随時 動きやすい服装でお越し下さい。

247

シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
4号館

有料老人ホーム(住宅型) 堺市
〒590-0018
堺市堺区今池町2-6-
22

①南海高野線「浅香山」駅より徒歩約8分
TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時 楽しく働ける職場です。前向きで、コミュニケーション力のある方、お待ちしております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】18/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1149+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E7%89%A7%E9%87%8E%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E6%9C%89%E6%96%99%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1149+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E7%89%A7%E9%87%8E%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E6%9C%89%E6%96%99%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1149+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E7%89%A7%E9%87%8E%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E6%9C%89%E6%96%99%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0932+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%8E%89%E4%B8%B2%E7%94%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.6560123,135.6193501,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0932+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%8E%89%E4%B8%B2%E7%94%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.6560123,135.6193501,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0932+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%8E%89%E4%B8%B2%E7%94%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.6560123,135.6193501,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0944+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@34.655662,135.5944051,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0944+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@34.655662,135.5944051,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0944+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@34.655662,135.5944051,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E7%94%B0%E5%8F%A3%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8285269,135.6856215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011b91993
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E7%94%B0%E5%8F%A3%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8285269,135.6856215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011b91993
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0093+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0093+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0093+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%B8%AD%E6%8C%AF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/〒590-0837+大阪府堺市堺区柏木町３丁３−９
https://www.google.co.jp/maps/place/〒590-0837+大阪府堺市堺区柏木町３丁３−９
https://www.google.co.jp/maps/place/〒590-0837+大阪府堺市堺区柏木町３丁３−９
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%97%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.5197582,135.4694361,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dae6256ece8b:0x9679728f4776b89f!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%97%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.5197582,135.4694361,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dae6256ece8b:0x9679728f4776b89f!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%97%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.5197582,135.4694361,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dae6256ece8b:0x9679728f4776b89f!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%97%EF%BC%94%EF%BC%93/@34.5197582,135.4694361,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dae6256ece8b:0x9679728f4776b89f!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%99%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.5184139,135.4725387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000daeee04b6511:0x7c74df8f3f1783ad!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%99%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.5184139,135.4725387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000daeee04b6511:0x7c74df8f3f1783ad!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8312+大阪府堺市西区草部９３３+ほがらか福泉グループホーム
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8312+大阪府堺市西区草部９３３+ほがらか福泉グループホーム
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/〒593-8324+大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９−１/@34.5371068,135.4624885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3c6cffa69f:0xea2a754cb99a010c!8m2!3d34.5371024!4d135.4646772
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0018+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E4%BB%8A%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%96/@34.584909,135.4877272,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTkwLTAwMTgg5aC65biC5aC6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0018+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E4%BB%8A%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%96/@34.584909,135.4877272,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTkwLTAwMTgg5aC65biC5aC6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0018+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E4%BB%8A%E6%B1%A0%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%96/@34.584909,135.4877272,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTkwLTAwMTgg5aC65biC5aC6
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247
シャローム（株）

やすらぎの介護シャロームここから
デイサービス 堺市

〒590-0801
堺市堺区大仙中町6-
24

①JR「百舌鳥」駅より徒歩約20分
TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時

シャロームには、8箇所のデイサービスがあり、それぞれ特色を出しご利用者に喜んで頂けるよう工夫し、運営をしていま
す。本社デイの特徴は、「アットホーム」です。研修生の受け入れも実績がありメニューに沿って応援・体験して頂きます。
シャロームでは、「心のケア」を大切にし、ご利用者の歴史を大切にして介護をさせて頂く姿勢を大事にしています。未経験
の方も体験してみて、この仕事にはまった方も何名もおられますよ。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

247

シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
3号館

有料老人ホーム(住宅型) 堺市
〒591-8008
堺市北区東浅香山町
2-334

①Osaka Metro「北花田」駅2号出口より徒歩約12分
②ＪＲ阪和線「浅香」駅より徒歩約9分

TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時 楽しく働ける職場です。コミュニケーション力のある方お待ちしております。

247

シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
ステージ

デイサービス 堺市
〒591-8008
堺市北区東浅香山町
2-334

①Osaka Metro「北花田」駅2号出口より徒歩約12分
②ＪＲ阪和線「浅香」駅より徒歩約9分

TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時
シャロームには、8箇所のデイサービスがあり、それぞれ特色を出しご利用者に喜んで頂けるよう工夫し、運営をしていま
す。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

247
シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
デイサービス 堺市

〒599-8234
堺市中区土塔町
2044-60

①泉北高速鉄道「深井」駅より徒歩約15分
TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時

シャロームには、8箇所のデイサービスがあり、それぞれ特色を出しご利用者に喜んで頂けるよう工夫し、運営をしていま
す。晴れる家デイの特徴は、「重度対応とリハビリ」です。シャロームでは、「心のケア」を大切にし、ご利用者の歴史を大切
にして介護をさせて頂く姿勢を大事にしています。未経験の方も体験してみて、この仕事にはまった方も何名もおられます
よ。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

247

シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
１号館

有料老人ホーム(住宅型) 堺市
〒599-8234
堺市中区土塔町
2044-60

①泉北高速鉄道「深井」駅より徒歩約15分
TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時 楽しく働ける職場です。コミュニケーション力のある方お待ちしております。

247

シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
リゾート

デイサービス 堺市
〒599-8251
堺市中区平井533-1

①泉北高速鉄道「深井」駅より徒歩約21分
②「深井」駅よりバス「東山・泉ヶ丘特25泉ヶ丘駅」行
「東山」下車 徒歩約6分

TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時
晴れる家リゾートは３つのＳ(ステイ・スマイル・スパ)を特徴とする、アジアンリゾート風デイサービスです。おもてなしの心を
もってご利用者の皆様のお世話をさせていただいています。ご利用者の笑顔を引き出すためのお手伝いをぜひお願いしま
す。

247

シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム晴れる家
2号館

有料老人ホーム(住宅型) 堺市
〒599-8251
堺市中区平井533-1

①泉北高速鉄道「深井」駅 より徒歩約21分
②「深井」駅よりバス「東山・泉ヶ丘特25泉ヶ丘駅」行
「東山」下車 徒歩約6分

TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時 楽しく働ける職場です。コミュニケーション力のある方お待ちしております。

247
シャローム（株）

やすらぎの介護シャローム泉
デイサービス 泉大津市

〒595-0024
泉大津市池浦町5-
12-13

①南海本線「泉大津」駅より徒歩約１５分
TEL 072-243-4640
FAX 072-243-0380

大平　由美子 随時

シャロームには8箇所のデイサービスがあり、それぞれ特色を出しご利用者に喜んで頂けるよう工夫し、運営をしていま
す。泉デイの特徴は、「自立支援デイと囲碁将棋デイ」です。シャロームでは、「心のケア」を大切にし、ご利用者の歴史を
大切にして介護をさせて頂く姿勢を大事にしています。未経験の方も体験してみて、この仕事にはまった方も何名もおられ
ますよ。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

252
（福）フローラ藤の会

ケアハウス　はーとらんど
軽費老人ホーム 堺市

〒593-8322
堺市西区津久野町1-
7-20

①JR阪和線「津久野」駅より徒歩約5分
TEL 072-272-7400
FAX 072-272-7401

松本　昌子 随時
駅前にある都市型のケアハウスで５０名の方が入居されています。ケアハウスですので比較的元気な高齢者で、介護面よ
りは精神的なサポートが重視される職場です。職員の研修には力を入れております。またパソコンや認知症に関する内部
研修も行っています。体験できる職種は、介護職・相談員です。体験に関してのご希望がありましたらご連絡下さい。

252
（福）フローラ藤の会

はーとらんどデイサービスセンター
デイサービスセンター 堺市

〒593-8322
堺市西区津久野町1-
7-20

①JR阪和線「津久野」駅より徒歩約5分
TEL 072-272-7400
FAX 072-272-7401

菊池　悠太 随時

平成８年から営業しております。第１デイ（グループワークを主体としたデイ）と第２デイ（個人の趣味や意思を尊重したデ
イ）の２単位のデイサービスがあり、ご利用者のニーズに応じてご利用してもらっています。職員の研修には力を入れてお
り、外部研修・内部研修・OJTを体系的に実施しています。体験できる職種は、介護職・看護職・相談員です。体験に関して
のご希望がありましたらご連絡下さい。

260
（福）しゅらの郷福祉会

あゆみ

生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型

藤井寺市
〒583-0037
藤井寺市津堂3-286-
5

①近鉄電車「藤井寺」駅より徒歩約20分
②近鉄バス「大正橋南詰」より徒歩約5分

TEL 072-937-1248
FAX 072-937-5328

奥川　裕己 随時

新しい施設なので大変きれいです、裏の畑で新鮮な野菜の収穫（農作業）縫製、ビーズ、編み物等（クラフト作業）アルミ缶
リサイクルをしています。就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護の事業を行ってますが、昨年は就労で2名の方が
雇用されました。毎日毎日がドタバタとあっという間に終わりますが、アットホームで大変元気な施設です。体験できる職種
は介護職、看護職、相談職等です。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出下さい。経験や資格の有無も問いま
せん。

263
(株)ユー・ユー・ユー

湯遊庵デイサービスセンター
デイサービスセンター 大阪市

〒532-0012
大阪市淀川区木川東
4-9-27-108

①各線「新大阪」・「西中島南方」駅、阪急京都線「南
方」駅より徒歩約１１分

TEL 06-6838-7111
FAX 06-6886-3399

内海　晃 随時

当施設は、定員20名、平均利用人数16名、平均利用年数は３年くらいの施設です。長い方は６年６ヵ月の方もいます。平
均要介護度は2.2、車椅子利用の方は５人。体験にあたっては、エプロンと往復の交通費、弁当を持参下さい。周辺は大変
便利なエリアの為、買って持って来て頂いても結構です。上履き、スリッパは不要。約6時間（休憩1時間含みません）のデ
イサービスをお楽しみ下さい。

271
（福）邦寿会

高殿苑
特別養護老人ホーム 大阪市

〒535-0031
大阪市旭区高殿5-
10-7

①Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅
TEL 06-6953-8511
FAX 06-6953-8515

福田　加寿江 随時

昭和49年（1974年）に事業を開始した特別養護老人ホームです。6人部屋や8人部屋という多床室での集団の生活の中
で、個別性を重視した介護とはを常に考え、お一人お一人のアイデンティティの尊重を実践しているところです。それだけ
に、ケアに対する考え方で職員に対する厳しさはありますが、きっとその良さを体験していただけるものと思います。是非
高殿苑で介護体験してみてください。

271
（福）邦寿会

どうみょうじ高殿苑
特別養護老人ホーム 藤井寺市

〒583-0012
藤井寺市道明寺3-2-
2

①近鉄南大阪線「道明寺」駅
TEL 072-936-3515
FAX 072-936-3520

久下　隆広 随時
２００８年4月開設の全室個室ユニット型施設です。環境にめぐまれ、ゆったりとした雰囲気の中で、和やかな毎日となるよ
う頑張っています。介護の仕事の喜び、大変さ、ほんの一部分となるかもしれませんが、職場体験でぜひ味わってみてくだ
さい。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】19/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0801+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.562273,135.4764709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7b5a03
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0801+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.562273,135.4764709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7b5a03
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0801+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%99%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.562273,135.4764709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db7b5a03
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92591-8008+%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B5%85%E9%A6%99%E5%B1%B1%E7%94%BA2-334/@34.5842752,135.500619,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92591-8008+%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B5%85%E9%A6%99%E5%B1%B1%E7%94%BA2-334/@34.5842752,135.500619,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92591-8008+%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B5%85%E9%A6%99%E5%B1%B1%E7%94%BA2-334/@34.5842752,135.500619,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92591-8008+%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B5%85%E9%A6%99%E5%B1%B1%E7%94%BA2-334/@34.5842752,135.500619,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92591-8008+%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B5%85%E9%A6%99%E5%B1%B1%E7%94%BA2-334/@34.5842752,135.500619,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92591-8008+%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B5%85%E9%A6%99%E5%B1%B1%E7%94%BA2-334/@34.5842752,135.500619,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8234+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%9C%9F%E5%A1%94%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8234+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%9C%9F%E5%A1%94%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8234+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%9C%9F%E5%A1%94%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8234+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%9C%9F%E5%A1%94%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8234+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%9C%9F%E5%A1%94%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8234+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%9C%9F%E5%A1%94%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8251+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5184254,135.4969587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da6f2af9039b:0xf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8251+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5184254,135.4969587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da6f2af9039b:0xf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8251+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5184254,135.4969587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da6f2af9039b:0xf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8251+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5184254,135.4969587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da6f2af9039b:0xf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%B5%A6%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.4990318,135.4173358,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%B5%A6%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.4990318,135.4173358,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%B5%A6%E7%94%BA%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.4990318,135.4173358,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8322+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B4%A5%E4%B9%85%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5401948,135.4660636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8322+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B4%A5%E4%B9%85%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5401948,135.4660636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8322+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B4%A5%E4%B9%85%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5401948,135.4660636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8322+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B4%A5%E4%B9%85%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5401948,135.4660636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8322+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B4%A5%E4%B9%85%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5401948,135.4660636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8322+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B4%A5%E4%B9%85%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.5401948,135.4660636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0037+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E6%B4%A5%E5%A0%82%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%95+%E3%81%97%E3%82%85%E3%82%89%E3%81%AE%E9%83%B7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0037+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E6%B4%A5%E5%A0%82%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%95+%E3%81%97%E3%82%85%E3%82%89%E3%81%AE%E9%83%B7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0037+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E6%B4%A5%E5%A0%82%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%95+%E3%81%97%E3%82%85%E3%82%89%E3%81%AE%E9%83%B7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.7284239,135.4897715,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.7284239,135.4897715,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.7284239,135.4897715,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E9%AB%98%E6%AE%BF%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7189154,135.5364739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e138a67
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E9%AB%98%E6%AE%BF%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7189154,135.5364739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e138a67
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E9%AB%98%E6%AE%BF%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7189154,135.5364739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e138a67
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E9%81%93%E6%98%8E%E5%AF%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5662803,135.6182436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E9%81%93%E6%98%8E%E5%AF%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5662803,135.6182436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E9%81%93%E6%98%8E%E5%AF%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5662803,135.6182436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
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272

（福）稲穂会

デイサービスセンター　やすらぎの園
津久野

デイサービスセンター 堺市
〒593-8323
堺市西区鶴田町10-7

①ＪＲ阪和線「津久野」駅より徒歩約5分
TEL 072-260-0003
FAX 072-260-0202

向井　顕吾 随時
やすらぎの園津久野に来て頂いた時には１回位はお腹から笑ってもらいたいという思いからスローガンを“一日一笑”とし
て利用者様はもちろん、スタッフも楽しめる環境づくりを目指しています。利用者様の笑顔が私たちのやりがいにつながっ
ています。そんな思いを感じたい方の体験をお待ちしています。

272
（福）稲穂会

特別養護老人ホーム　やすらぎの園
特別養護老人ホーム 堺市

〒599-8248
堺市中区深井畑山町
2528-1

①泉北高速「深井」駅より南海バス「高山」下車 徒歩
約10分

TEL 072-270-7000
FAX 072-270-7100

南野　裕樹 随時
福祉は楽しく普通に生活を送ってもらうことが最上のサービスです。楽しんでいただくため、自分達も楽しみ工夫を凝らした
サービスを心がけています。素直さ、明るさ、前向き、人が好き、責任感がある、夢がある人、介護を体験しませんか。

272
（福）稲穂会

デイサービスセンター　やすらぎの園
デイサービスセンター 堺市

〒599-8248
堺市中区深井畑山町
2528-1

①泉北高速「深井」駅より南海バス「高山」下車 徒歩
約10分

TEL 072-270-7000
FAX 072-270-7100

本田　優子 随時
お年寄りの方と楽しく過ごしてみませんか？利用者様の笑顔や優しさを感じることにより力をたくさんもらい、日々の生活が
楽しくなりますよ。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

救護施設　平和寮
救護施設 大阪市

〒545-0011
大阪市阿倍野区昭和
町3-4-27

①Osaka Metro御堂筋線「昭和町駅」3番出口より徒
歩約7分

TEL 06-6628-6151
FAX 06-6628-0441

奥村　真一 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。（女性の入所施設のため、体験は女性に限らせていただきます。）

274
（福）日本ヘレンケラー財団

ミネルヴァあべの
特別養護老人ホーム 大阪市

〒545-0011
大阪市阿倍野区昭和
町3-4-27

①Osaka Metro御堂筋線「昭和町駅」3番出口より徒
歩約7分
②JR阪和線「南田辺」駅徒歩7分

TEL 06-6629-1110
FAX 06-6629-2221

松岡　徹 随時
主に知的障がい児・者の方を支援してきた法人が、初めて特別養護老人ホームをオープンしました。「生活に”楽しみ”と”
喜び”を、人生に”生きがい”と”輝き”を」をモットーにユニットでの暮らしを支援しています。ぜひ一度お越しください。お待
ちしています。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

障がい者支援施設　アテナ平和

施設入所支援
生活介護・ショートステイ
就労継続支援B型
地域活動支援センター
阿倍野区障害者支援セン
ター

大阪市
〒545-0011
大阪市阿倍野区美章
園3-7-2

①ＪＲ阪和線「美章園」駅より徒歩約5分
TEL 06-6629-2062
FAX 06-6629-2063

田島　千幸 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

地域生活支援センター　各駅停車

グループホーム
生活介護
就労継続支援B型
指定居宅介護等事業

大阪市
〒545-0021
大阪市阿倍野区阪南
町3-35-2

①Osaka Metro御堂筋線「昭和町」駅番出口より徒
歩約10分

TEL 06-6629-7778
FAX 06-6621-5575

鐘ヶ江　康郎 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

多機能型事業所　ぶるうむ此花

生活介護
グループホーム

大阪市
〒554-0024
大阪市此花区島屋3-
2-32

①ＪＲゆめ咲線「安治川口」駅より徒歩約７分
TEL 06-6468-7898
FAX 06-6468-2803

小椋　圭一郎 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

多機能型事業所　さつき園

生活介護
就労継続支援B型
ショートステイ
日中一時支援
地域活動支援センター
グループホーム

阪南市
〒599-0211
阪南市鳥取中9-1

①南海本線「尾崎」駅より徒歩約15分
TEL 072-471-6868
FAX 072-471-6866

打越　寛子 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

障がい者支援施設　IL伯太

施設入所支援
生活介護
ショートステイ
日中一時支援

和泉市
〒594-0023
和泉市伯太町3-13-
57

①ＪＲ阪和線「信太山」駅より徒歩約28分
②ＪＲ阪和線「和泉府中」駅よりタクシーで約6分

TEL 0725-41-8191
FAX 0725-41-8190

三宅　裕子 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

274
（福）日本ヘレンケラー財団

障がい者支援施設　太平

施設入所支援
生活介護
ショートステイ

和泉市
〒594-0023
和泉市伯太町3-13-
68

①ＪＲ阪和線「信太山」駅より徒歩約25分
②JR阪和線「和泉府中」駅よりタクシーで約5分

TEL 0725-45-2760
FAX 0725-45-2766

植田　辰彦 随時
当施設の職員研修は、先輩職員からのＯＪＴでの指導を重視しております。その他上司からの面談を通して、職場環境の
改善に努めております。　体験できる職種は、支援職、介護職、看護職、相談職などございます。　ご経験や資格の有無も
問いませんので、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

276
（福）堺あすなろ会

ピュアあすなろ
施設入所支援 堺市

〒590-0156
堺市南区稲葉3-1581

①泉北高速鉄道「栂美木多」駅より南海バス「西区
役所」行「稲葉」下車 徒歩約１０分
②JR阪和線「鳳」駅より南海バス「栂美木多駅」行
「稲葉」下車 徒歩約１０分

TEL 072-260-5570
FAX 072-260-5580

米田　太志 随時

知的障がいの方の生活支援を行っております。生活全般ですので、日中活動として作業や散歩、スポーツ、理学療法、ダ
ンスなど実施しています。余暇活動として多人数でバスに乗ってのドライブや小グループでの外出や外食。施設内でカラオ
ケやゲームも実施しており、自主製品も製作しています。それから、季節に応じて様々な行事もあり、充実した日々を過ご
しています。

282

(福)秀美福祉会

アイリス
デイサービスセンター

デイサービスセンター 枚方市
〒573-0134
枚方市春日東町2-
12-10

①JR学研都市線「津田」駅より徒歩約６分
TEL 072-858-1300
FAX 072-858-1399

松尾　多知子
川端　秀吉

随時

当施設はお客様本位の理念のもと、安全安心の環境作りに配慮しながら日々の活動に取り組んでいます。
当施設の職員を始め、地域の方のご協力やボランティア様によりサークル活動などにご支援頂きながら、お客様の活動を
支えています。そんな地域ぐるみの温かい環境の中で、皆様も思いやりのある介護に触れてみて下さい。
きっとあなたの優しい気持ちが生かせる職場です。ぜひお越しください。

282
（福）秀美福祉会

介護老人福祉施設　アイリス
介護老人福祉施設 枚方市

〒573-0134
枚方市春日東町2-
12-10

①JR学研都市線「津田」駅より徒歩約6分
TEL 072-858-1300
FAX 072-858-1399

松尾　多知子 随時
あなたの優しさを活かせられます。初めての方でも大丈夫です。介護のお仕事に興味のある方はぜひお越しください。基
本的なプログラムはありますが、ご希望に合わせて調整いたします。進路選択で悩んでいる学生の方も是非一度体験して
ください。きっと進路選択の幅が広がることと思います。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】20/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8323+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5396448,135.4634722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3e921d3655:0x8
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8323+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%97/@34.5396448,135.4634722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000db3e921d3655:0x8
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5244539,135.5091352,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5244539,135.5091352,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5244539,135.5091352,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5244539,135.5091352,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5244539,135.5091352,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8248+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E7%95%91%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.5244539,135.5091352,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6280342,135.5140
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6280342,135.5140
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6280342,135.5140
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6280342,135.5140
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6280342,135.5140
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%97/@34.6280342,135.5140
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B038'15.3%22N+135%C2%B031'19.9%22E/@34.637572,135.5200153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.637572!4d135.522204
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B038'15.3%22N+135%C2%B031'19.9%22E/@34.637572,135.5200153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.637572!4d135.522204
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B038'15.3%22N+135%C2%B031'19.9%22E/@34.637572,135.5200153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.637572!4d135.522204
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%98%AA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6272248,135.5135
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%98%AA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6272248,135.5135
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%98%AA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6272248,135.5135
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E5%B3%B6%E5%B1%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.675926,135.4431292,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E5%B3%B6%E5%B1%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.675926,135.4431292,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E5%B3%B6%E5%B1%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.675926,135.4431292,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0211+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%98%AA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%B3%A5%E5%8F%96%E4%B8%AD%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3533684,135.2368618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000b721463c4d6f:0xae576a4c6ed7b8ca!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-0211+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%98%AA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%B3%A5%E5%8F%96%E4%B8%AD%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3533684,135.2368618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000b721463c4d6f:0xae576a4c6ed7b8ca!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%97/@34.4913473,135.4422641,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%97/@34.4913473,135.4422641,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%97/@34.4913473,135.4422641,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%98/@34.4920499,135.4407198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%98/@34.4920499,135.4407198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%98/@34.4920499,135.4407198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0156+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E7%A8%B2%E8%91%89%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%98%EF%BC%91/@34.4996243,135.4712476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da9bd7b
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0156+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E7%A8%B2%E8%91%89%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%98%EF%BC%91/@34.4996243,135.4712476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da9bd7b
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0134+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8022469,135.6913216,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0134+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8022469,135.6913216,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0134+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8022469,135.6913216,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0134+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8022469,135.6913216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001195db9d0b47d:0x979172dd289d3108!8m2!3d34.8022425!4d135.6935103
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0134+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8022469,135.6913216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001195db9d0b47d:0x979172dd289d3108!8m2!3d34.8022425!4d135.6935103
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0134+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8022469,135.6913216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001195db9d0b47d:0x979172dd289d3108!8m2!3d34.8022425!4d135.6935103
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298
アミコ（株）

アミライフ・鶴見グループホーム

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒538-0041
大阪市鶴見区今津北
2-6-8

①JR学研都市線・JRおおさか東線「放出」駅より徒
歩約1８分
②地下鉄長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩約1８分

TEL 06-6963-8588
FAX 06-6963-7566

村井　一洋 随時

平成2８年３月にオープン。グループホーム３ユニットに小規模多機能ホームを併設した複合施設です。静かな住宅街で近
隣には大型緑地公園やグランド、幼稚園、小・中・高校があり、とても環境の良いところなので、気軽にお散歩や買い物な
どに外出したり、食事に出かけたりと「豊かな暮らし」をご提供させていただいています。オープン１年目ですが、すでに２ユ
ニット18名の入居者をお迎えし、平成29年3月には3ユニット目をオープン予定ですので、是非、一度体験にお越し下さい。

298
アミコ（株）

アミライフ・巽の里デイサービス
通所介護 大阪市

〒544-0004
大阪市生野区巽北4-
10-22

①地下鉄千日前線「北巽」駅より徒歩約８分
TEL 06-6758-8600
FAX 06-6758-8810

栗本　勝美 随時

平成27年６月にオープン。有料老人ホーム52室、単独ショートステイ20室、デイサービスの複合施設です。福祉施設の併
設ではなく、利用者様が抵抗なく楽しんでお泊まり頂くための快適な設備や環境を目指しています。短期間ではあります
が、顔なじみの関係を構築できるようレクリエーションなども積極的に取り入れていますので、是非、一度体験にお越し下さ
い。

298
アミコ（株）

アミライフ・湯の里デイサービス
通所介護 大阪市

〒546-0013
大阪市東住吉区湯里
5-19-8

①近鉄南大阪線「針中野」駅・「矢田」駅より徒歩約
15分

TEL 06-6769-1518
FAX 06-6769-0322

野瀬　博史 随時
平成25年11月にオープン。有料老人ホーム34室、単独ショートステイ20室、デイサービスの複合施設です。併設の有料老
人ホームからのご利用者様も多く、顔なじみの関係を構築できるよう日替わりのアクティビティプログラムによるレクリエー
ションなども積極的に取り入れ、年中無休でご提供させていただいていますので、是非、一度体験にお越し下さい。

298
アミコ（株）

アミライフ・東住吉
グループホーム 大阪市

〒546-0022
大阪市東住吉区住道
矢田6-2-24

①近鉄南大阪線「矢田」駅より徒歩約8分
②地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅より徒歩約15分

TEL 06-6769-1513
FAX 06-6769-1522

吉岡　佳恵 随時
『笑顔・信愛・憩い』を基本理念に、地域の皆様に愛されるデイサービスを心がけて日々努力しています。資格が無くても、
御利用者様を思う気持ちがあればどなたでも受入していますので、安心してまずは体験してみてください。

298

アミコ（株）

アミコ愛・あい・東加賀屋ショートステ
イ

単独ユニット型
ショートステイ

大阪市
〒559-0012
大阪市住之江区東加
賀屋1-11-15

①地下鉄四つ橋線「北加賀屋」駅より徒歩約3分
TEL 06-6681-4300
FAX 06-6681-4700

福井　亜理沙 随時

平成26年8月にオープン。単独ショートステイ30室、リハビリデイサービスの複合施設です。福祉施設の併設ではなく、利用
者様が抵抗なく楽しんでお泊り頂くための快適な設備や環境を目指しています。デイサービスをご利用の方もおられ、短期
間ではありますが、顔なじみのスタッフがいることで、安心してご利用頂けています。レクリエーションやリハビリなども積極
的に取り入れていますので、是非、一度体験にお越し下さい。

298

アミコ（株）

アミコ愛・あい・東加賀屋デイサービ
ス

通所介護 大阪市
〒559-0012
大阪市住之江区東加
賀屋1-11-15

①地下鉄四ツ橋線「北加賀屋」駅より徒歩約３分
TEL 06-6681-4300
FAX 06-6681-4700

中野　和美 随時

平成26年8月にオープン。単独ショートステイ30室、リハビリデイサービスの複合施設です。機能訓練を中心に実施してい
るデイサービスです。各種トレーニングマシンや平行棒など理学療法士による個別機能訓練計画をもとにご利用者様一人
一人に適したリハビリを実施しています。併設のショートステイをご利用の方もおられ、顔なじみのスタッフがいることで安
心してご利用頂けています。レクリエーションなども積極的に取り入れていますので、是非、一度体験にお越し下さい。

298
アミコ（株）

アミライフ・住之江
グループホーム 大阪市

〒559-0013
大阪市住之江区御崎
7-11-26

①南海本線「住之江」駅より徒歩約10分
②地下鉄四つ橋線「住之江公園」駅より徒歩約15分

TEL 06-6682-1201
FAX 06-6682-1202

武吉　洋子 随時
『笑顔・信愛・憩い』を基本理念に、地域に根ざした介護サービスを展開しています。資格が無くても、御利用者様を思う気
持ちがあればどなたでも受入していますので、安心してまずは体験してみてください。

298
アミコ（株）

いこいの守・堺
グループホーム 堺市

〒599-8271
堺市中区深井北町
3500

①泉北高速「深井」駅より徒歩約15分
②ＪＲ阪和線「上野芝」駅より徒歩約15分

TEL 072-276-3833
FAX 072-276-3834

梶川 随時
『笑顔・信愛・憩い』を基本理念に、地域に根ざした介護サービスを展開しています。資格が無くても、御利用者様を思う気
持ちがあればどなたでも受入していますので、安心してまずは体験してみてください。

322
（有）ナンクルナイサァーケアネット

ナンクルナイサァー　くくる
生活介護 大阪市

〒557-0051
大阪市西成区橘1-3-
5

①地下鉄四つ橋線「岸里」駅より南へ約400ｍ
②地下鉄堺筋線「天下茶屋」駅より西へ約200ｍ

TEL 06-6656-7456
FAX 06-7655-5545

乾　亮二 随時
医療的ケアが必要などの重度障害者の生活介護（重度障害者デイサービス）施設です。ご利用者様の“自立”を支援する
ために、普段の生活環境に限りなく近い介護空間で最高の人員基準配置で、スタッフが活き活きとサービスしています。ス
タッフ一同笑顔でお待ちしています。

322
（有）ナンクルナイサァーケアネット

ナンクルナイサァー　ひので
生活介護 大阪市

〒557-0063
大阪市西成区南津守
3-3-22

①地下鉄四つ橋線「岸里」駅より西へ約600ｍ
TEL 06-6656-7456
FAX 06-7655-5545

乾　亮二 随時
医療的ケアが必要などの重度障害者の生活介護（重度障害者デイサービス）施設です。ひとり一人が花を咲かせ、幸せの
輪を広げていけるよう、共に咲く花、笑う花、笑顔で楽しくすごせる空間で、スタッフが活き活きと頑張っています。スタッフ
一同笑顔でお待ちしています。

339

（株）ワンフォーオール

介護付有料老人ホーム　ひだまりの
家

有料老人ホーム 大阪市
〒547-0025
大阪市平野区瓜破西
3-11-1

①地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅
TEL 06-6700-6900
FAX 06-6700-6902

安田・濱﨑 随時
当施設は介護、看護、医療が連携し、トータルでサポートさせていただく体制でゆとりと安心のある暮らしを提供させていた
だけるよう、スタッフ一同、日々業務にはげんでおります。安心して体験していただけると思います。

349
（福）大阪自彊館

障害者支援施設　エフォール
障害者支援施設 大阪市

〒533-0023
大阪市東淀川区東淡
路1-4-49

①阪急京都・千里線「淡路」駅から徒歩約１０分
TEL 06-6659-8585
FAX 06-6659-8456

安原　辰男 随時

当法人は、明治45年の創立から、ホームレスの自立支援に重きをおいた事業を行うとともに、高齢者や障がい者に対する
介護、サービスを通じ、地域の方々や社会への貢献をめざしています。　当施設の仕事内容は、利用者に対する介護業務
を始め、ケアプランの作成や健康管理、クラブ活動、各種行事の企画・運営などを行っています。　職員がマンツーマンで
付き添って職場体験をしていただきますので、安心してお申込み下さい。

349
（福）大阪自彊館

特別養護老人ホームジュネス
特別養護老人ホーム 大阪市

〒533-0023
大阪市東淀川区東淡
路1-4-49

①阪急京都・千里線「淡路」駅から徒歩約１０分
TEL 06-6659-8585
FAX 06-6659-8456

安原　辰男 随時

当法人は、明治45年の創立から、ホームレスの自立支援に重きをおいた事業を行うとともに、高齢者や障がい者に対する
介護、サービスを通じ、地域の方々や社会への貢献をめざしています。　当施設の仕事内容は、利用者に対する介護業務
を始め、ケアプランの作成や健康管理、クラブ活動、各種行事の企画・運営などを行っています。　職員がマンツーマンで
付き添って職場体験をしていただきますので、安心してお申込み下さい。

349
（福）大阪自彊館

救護施設　三徳寮
救護施設 大阪市

〒557-0004
大阪市西成区萩之茶
屋1-9-14

①JR「新今宮」駅より徒歩約５分
②地下鉄御堂筋線・堺筋線「動物園前」駅より徒歩
約５分

TEL 06-6659-8585
FAX 06-6659-8456

安原　辰男 随時

当法人は、明治45年の創立から、ホームレスの自立支援に重きをおいた事業を行うとともに、高齢者や障がい者に対する
介護、サービスを通じ、地域の方々や社会への貢献をめざしています。　当施設の仕事内容は、利用者への面接を始め、
毎日の生活の中で少しでも自立ができるよう、サポート・相談業務を行っています。　職員がマンツーマンで付き添って職
場体験をしていただきますので、安心してお申込み下さい。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】21/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B041'40.4%22N+135%C2%B034'12.9%22E/@34.694544,135.5680723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.694544!4d135.570261
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B041'40.4%22N+135%C2%B034'12.9%22E/@34.694544,135.5680723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.694544!4d135.570261
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B041'40.4%22N+135%C2%B034'12.9%22E/@34.694544,135.5680723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.694544!4d135.570261
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B039'20.1%22N+135%C2%B033'29.2%22E/@34.65558,135.5559193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.65558!4d135.558108
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B039'20.1%22N+135%C2%B033'29.2%22E/@34.65558,135.5559193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.65558!4d135.558108
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B039'20.1%22N+135%C2%B033'29.2%22E/@34.65558,135.5559193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.65558!4d135.558108
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6106658,135.5360336,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6106658,135.5360336,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6106658,135.5360336,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/〒546-0022+大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目２−２４
https://www.google.co.jp/maps/place/〒546-0022+大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目２−２４
https://www.google.co.jp/maps/place/〒546-0022+大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目２−２４
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%BE%A1%E5%B4%8E%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.6046495,135.4780
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%BE%A1%E5%B4%8E%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.6046495,135.4780
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92559-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E5%BE%A1%E5%B4%8E%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96/@34.6046495,135.4780
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8271+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%90/@34.5386345,135.4897005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dbab669
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8271+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%90/@34.5386345,135.4897005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dbab669
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8271+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%90/@34.5386345,135.4897005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dbab669
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%A9%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95/@34.6391718,135.4927453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%A9%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95/@34.6391718,135.4927453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%A9%98%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95/@34.6391718,135.4927453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.6333557,135.4822603,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.6333557,135.4822603,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0063+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%B4%A5%E5%AE%88%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.6333557,135.4822603,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B036'00.8%22N+135%C2%B032'42.5%22E/@34.600232,135.5429613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.600232!4d135.54515
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B036'00.8%22N+135%C2%B032'42.5%22E/@34.600232,135.5429613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.600232!4d135.54515
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B036'00.8%22N+135%C2%B032'42.5%22E/@34.600232,135.5429613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.600232!4d135.54515
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B7%A1%E8%B7%AF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@34.7335352,135.5174
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B7%A1%E8%B7%AF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@34.7335352,135.5174
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B7%A1%E8%B7%AF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@34.7335352,135.5174
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B7%A1%E8%B7%AF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@34.7335352,135.5174
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B7%A1%E8%B7%AF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@34.7335352,135.5174
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B7%A1%E8%B7%AF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@34.7335352,135.5174
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%90%A9%E4%B9%8B%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.6483112,135.4989
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%90%A9%E4%B9%8B%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.6483112,135.4989
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%90%A9%E4%B9%8B%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.6483112,135.4989
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349
（福）大阪自彊館

救護施設　白雲寮
救護施設 大阪市

〒557-0014
大阪市西成区天下茶
屋1-3-17

①地下鉄四つ橋線「花園町」駅より徒歩約10分
TEL 06-6659-8585
FAX 06-6659-8456

安原　辰男 随時

当法人は、明治45年の創立から、ホームレスの自立支援に重きをおいた事業を行うとともに、高齢者や障がい者に対する
介護、サービスを通じ、地域の方々や社会への貢献をめざしています。　当施設の仕事内容は、利用者への面接を始め、
毎日の生活の中で少しでも自立ができるよう、サポート・相談業務を行っています。　職員がマンツーマンで付き添って職
場体験をしていただきますので、安心してお申込み下さい。

354

（株）トップケア

トップ・ケア八丁デイサービスセン
ター

デイサービスセンター 高槻市
〒569-0096
高槻市八丁畷町19-
11

①阪急「高槻市」駅より徒歩約8分
②ＪＲ「高槻」駅より徒歩約12分

TEL 072-670-4801
FAX 072-670-4802

小濱 随時

当社は、介護プラン、訪問介護、デイサービス、介護用品、有料老人ホームと、高齢者の生活を総合的にサポートする企
業です。「お客様の喜びをわが喜びとする」の社訓の下、常にプロとして質の高い介護サービスを提供できるように努めて
います。デイサービスセンターでは、無資格者や資格取得後実務経験のない方も採用し、独自の研修制度に沿って丁寧に
指導しています。

354

（株）トップケア

トップ・ケアさくらデイサービスセン
ター

デイサービスセンター 高槻市
〒569-1044
高槻市上土室1-5-4

①阪急「高槻市」駅より徒歩約8分
②ＪＲ「高槻」駅より徒歩約12分

TEL 072-670-4801
FAX 072-670-4802

小濱 随時

当社は、介護プラン、訪問介護、デイサービス、介護用品、有料老人ホームと、高齢者の生活を総合的にサポートする企
業です。「お客様の喜びをわが喜びとする」の社訓の下、常にプロとして質の高い介護サービスを提供できるように努めて
います。デイサービスセンターでは、無資格者や資格取得後実務経験のない方も採用し、独自の研修制度に沿って丁寧に
指導しています。

354
（株）トップケア

万葉館デイサービスセンター
デイサービスセンター

三島郡
島本町

〒618-0011
三島郡島本町広瀬4-
25-13

①阪急「水無瀬」駅より徒歩約3分
②ＪＲ「島本」駅より徒歩約12分

TEL 072-670-4801
FAX 072-670-4802

小濱 随時

当社は、介護プラン、訪問介護、デイサービス、介護用品、有料老人ホームと、高齢者の生活を総合的にサポートする企
業です。「お客様の喜びをわが喜びとする」の社訓の下、常にプロとして質の高い介護サービスを提供できるように努めて
います。デイサービスセンターでは、無資格者や資格取得後実務経験のない方も採用し、独自の研修制度に沿って丁寧に
指導しています。

354
（株）トップケア

安心ハウス万葉館
有料老人ホーム

三島郡
島本町

〒618-0011
三島郡島本町広瀬4-
25-13

①阪急「水無瀬」駅より徒歩約3分
②ＪＲ「島本」駅より徒歩約12分

TEL 072-670-4801
FAX 072-670-4802

小濱 随時

当社は、介護プラン、訪問介護、デイサービス、介護用品、有料老人ホームと、高齢者の生活を総合的にサポートする企
業です。「お客様の喜びをわが喜びとする」の社訓の下、常にプロとして質の高い介護サービスを提供できるように努めて
います。安心ハウス万葉館では、資格取得後実務経験のない方やブランクの長い方も採用し、独自の研修制度に沿って
丁寧に指導しています。

355
（福）るうてるホーム

るうてるホーム
特別養護老人ホーム 四條畷市

〒575-0002
四條畷市岡山5-19-
20

①学研都市線「忍ケ丘」駅より徒歩12分
TEL 072-878-9371
FAX 072-878-5293

廣瀬　雅典 随時 体験できる職種は、介護職です。経験や資格の有無は問いません。

355
（福）るうてるホーム

ヘルパーステーションるうてる
訪問介護 四條畷市

〒575-0002
四條畷市岡山5-19-
20

①学研都市線「忍ケ丘」駅より徒歩12分
TEL 072-878-9371
FAX 072-878-5293

廣瀬　雅典 随時 体験できる項目は、軽費老人ホームでの訪問介護の同行のみです。

355
（福）るうてるホーム

デイサービスセンターるうてる
デイサービスセンター 四條畷市

〒575-0002
四條畷市岡山5-19-
20

①学研都市線「忍ケ丘」駅より徒歩12分
TEL 072-878-9371
FAX 072-878-5293

廣瀬　雅典 随時 体験できる職種は、介護職です。経験や資格の有無は問いません。

355
（福）るうてるホーム

ケアハウスるうてる
軽費老人ホーム 四條畷市

〒575-0002
四條畷市岡山5-19-
20

①学研都市線「忍ケ丘」駅より徒歩12分
TEL 072-878-9371
FAX 072-878-5293

廣瀬　雅典 随時 体験できる職種は、介護職です。経験や資格の有無は問いません。

355
（福）るうてるホーム

ジョイフルるうてる

多機能型事業所
（生活介護・就労継続支援B
型）

四條畷市
〒575-0002
四條畷市岡山5-19-
20

①学研都市線「忍ケ丘」駅より徒歩12分
TEL 072-878-9371
FAX 072-878-5293

廣瀬　雅典 随時
ご利用者と一緒に過ごす時間を通して、福祉の仕事の魅力を感じていただければと思います。
経験、資格、年齢は問いません。ぜひお越しください。

359
（株）オールケアライフ

豊中市立たちばな園
生活介護 豊中市

〒560-0025
豊中市立花町3-10-5

①阪急宝塚線「豊中」駅より徒歩約15分
TEL 06-6853-1324
FAX 06-6853-4702

谷口　あずさ
月～金

（祝日可）
8：30～16：00

当事業所は、18歳から64歳までの障がいをお持ちの方が利用されており、特に重症心身障がい（医療的ケア）の方を積極
的に受け入れています。一人一人のニーズに応えながら、様々な世代の方々が同じ空間で同じ時間を過し、ノマライゼー
ションの理念の元、人生経験の機会を一緒に作っていくことが出来、とても楽しく、やりがいのある仕事です。

359
（株）オールケアライフ

吹田市立総合福祉会館
生活介護 吹田市

〒564-0072
吹田市出口町19-2

①阪急千里線「豊津」駅より徒歩約8分
②阪急千里線「吹田」駅より徒歩約8分

TEL 06-6170-8429
FAX 06-6339-1202

谷口　あずさ
月～金

（祝日不可）
8：30～16：00

当事業所は、18歳から64歳までの障がいをお持ちの方が利用されており、特に重症心身障がい（医療的ケア）の方を積極
的に受け入れています。一人一人のニーズに応えながら、様々な世代の方々が同じ空間で同じ時間を過し、ノマライゼー
ションの理念の元、人生経験の機会を一緒に作っていくことが出来、とても楽しく、やりがいのある仕事です。

359
（株）オールケアライフ

オールケア大日
生活介護 守口市

〒570-0015
守口市梶町1-4-14

①モノレール「大日」駅より徒歩約8分
②Osaka Metro「大日」駅より徒歩約8分

TEL 06-6904-0808
FAX 06-6904-0066

森山　くるみ
月～金

（祝日可）
9：00～16：00

主に重度の障がいをお持ちの方の日常生活の場として、医療的ケアの必要な方々を担当させていただいています。
明るく・楽しく・前向きに！！ご利用児、ご利用者・ご家族の方々・スタッフともに笑顔あふれる毎日を過ごせるよう日々取り
組んでいる事業所です。

359
（株）オールケアライフ

オールケア居宅サービスセンター

居宅介護
訪問介護

守口市
〒570-0014
守口市藤田町1-52-
13

①京阪本線「古川橋」駅より徒歩12分
TEL 06-6904-0808
FAX 06-6904-0066

石田　龍慈
月～土

（祝日可）
9：00～18：00

未経験の方も安心して働いて頂けるよう指導いたします。幼児から高齢者まで真心をこめてご自宅へ訪問してケアをさせ
ていただいています。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】22/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0014+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0096+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E5%85%AB%E4%B8%81%E7%95%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.8562094,135.6263789,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600102cfd25
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0096+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E5%85%AB%E4%B8%81%E7%95%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.8562094,135.6263789,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600102cfd25
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-0096+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E5%85%AB%E4%B8%81%E7%95%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.8562094,135.6263789,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600102cfd25
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%9C%9F%E5%AE%A4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94/@34.8520423,135.5787892,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fd12d8b
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92569-1044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%9C%9F%E5%AE%A4%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94/@34.8520423,135.5787892,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fd12d8b
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92618-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%83%A1%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%83%E7%80%AC%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8795603,135.6670835,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92618-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%83%A1%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%83%E7%80%AC%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8795603,135.6670835,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92618-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%83%A1%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%83%E7%80%AC%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8795603,135.6670835,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92618-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%83%A1%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%83%E7%80%AC%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8795603,135.6670835,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92618-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%83%A1%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%83%E7%80%AC%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8795603,135.6670835,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92618-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%83%A1%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%83%E7%80%AC%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8795603,135.6670835,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90/@34.7479173,135.6354469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%8A%B1%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7831894,135.4547344,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000faa40cc21625:0xb4bd9c5c86634c01!8m2!3d34.7828089!4d135.4557193
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%8A%B1%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7831894,135.4547344,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000faa40cc21625:0xb4bd9c5c86634c01!8m2!3d34.7828089!4d135.4557193
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92/@34.7642109,135.5143918,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e4888d902d2b:0x4efc0004c121e18c!8m2!3d34.7643038!4d135.5146986
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92/@34.7642109,135.5143918,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e4888d902d2b:0x4efc0004c121e18c!8m2!3d34.7643038!4d135.5146986
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E6%A2%B6%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7478385,135.5837015,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1edce0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0015+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E6%A2%B6%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7478385,135.5837015,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1edce0
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'55.6%22N+135%C2%B035'41.8%22E/@34.7487721,135.5944078,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.7487712!4d135.5949553
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'55.6%22N+135%C2%B035'41.8%22E/@34.7487721,135.5944078,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.7487712!4d135.5949553
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'55.6%22N+135%C2%B035'41.8%22E/@34.7487721,135.5944078,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.7487712!4d135.5949553
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359
（株）オールケアライフ

オールケア寝屋川

生活介護
居宅介護
訪問介護

寝屋川市
〒572-0856
寝屋川市宇谷町1-21

①京阪本線「寝屋川市」駅より約2.2km  徒歩約0分
②京阪本線「寝屋川市」駅よりビバホーム行バス「三
井秦団地」下車 徒歩約1分

TEL 072-811-5521
FAX 072-811-3315

武田　雅代 随時
特に医療的ケアの必要な重症心身障がい児、者の通所施設です。ほとんどの方が発語のない方ですが、スタッフとアイコ
ンタクトや表情の変化でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取っています。学校卒業後も安心して通っていただけるように、児童との交流にも取
り組んでおります。利用者様の平均年齢は、26歳で、毎日を明るく楽しく生活していただけるように取り組んでおります。

359
（株）オールケアライフ

門真市障がい者福祉センター
生活介護 門真市

〒571-0064
門真市御堂町14-1
門真市保健福祉セン
ター２F

①京阪本線「古川橋」駅より徒歩約5分
TEL 06-6904-6812
FAX 06-6904-6840

小田　成都子
内野　さゆり

月～金
（祝日可）

8：30～16：00

重症心身障がい児（重症心身障がい児以外対象クラスも併設）・者、医療的ケアが必要な方を担当させていただいていま
す。障がいをお持ちでも必ず人には心がある。その心を豊かに育てたいと願う気持ちから、活動に目標を掲げ実践し明るく
楽しく前向きに取組める仕事です。

372
（福）障友会

わららか草部

生活介護
就労継続支援B型

堺市
〒593-8312
堺市西区草部783

①ＪＲ「鳳」駅よりバス「栂・美木多駅」「横山高校前」
「北野田駅前」行「万崎」下車 徒歩約5分
②泉北高速「栂・美木多」駅よりバス 「西区役所前」
行「万崎」下車 徒歩約5分

TEL 072-275-1575
FAX 072-275-1576

舘野　和義
松田　隆作
前田　幸一

平日のみ

当施設は、主に知的障がいのある方が利用されています。「あたりまえで生きがいのある生活」を送れるように日々支援し
ています。体験内容は、利用者と一緒に内職作業、入浴などの身体介助、コミュニケーションの支援など。隣接している
ショーステイ、当法人が運営しているグループホームの見学もできます。利用者の皆さんはとても明るい方が多く、体験さ
れる方が来られるのを待っています。興味を持たれた方は参加してください。

372
（福）障友会

堺みなみ
生活介護 堺市

〒599-8251
堺市中区平井671-2

①ＪＲ「津久野」駅・泉北高速「泉ヶ丘」駅より南海バ
ス「天の橋」下車 徒歩約2分

TEL 072-278-5681
FAX 072-278-5682

坂本　雅春
伊名岡　甫(イ
ナオカ　ハジメ)
田中　優子

８～９月以外の
平日のみ

当施設は、主に知的障害のある方が利用されています。どんなに重い障がいがあっても、「あたりまえで生きがいのある生
活」ができるように、また働くことを通じて充実した生活を送れるように支援しています。設立より28年が経ち、すでに多くの
利用者の方が中高年に達し、地域生活を送るための支援も必要です。日中活動支援事業所として、利用者の方たちの生
活の充実のために、より良い支援をめざして職員一同努力しています。

375
（医）清翠会

まきグループホーム
グループホーム 大阪市

〒535-0004
大阪市旭区生江2-
14-24

①地下鉄谷町線「千林大宮」駅
②京阪電車「森小路」駅

TEL 06-6953-0190
FAX 06-6958-2630

木下　綾子
西川　政彦

随時

まきグループホームでは入居者様と職員との心の触れ合いを大切にし、おひとりおひとりの心に寄り添ったケアを提供して
います。手作りの食事を中心に、日々豊富なメニューを職員で考え、賑やかにお食事をしていただいています。内部での勉
強会や他施設への研修も充実しています。また職員ミーティングも定期的に実施し、職員の声を大切にし働きやすい職場
環境作りに取り組んでいます。体験に関しての要望もご遠慮なくお申し出ください。皆様のご参加お待ちしております。

375
（医）清翠会

牧老人保健施設
介護老人保健施設 大阪市

〒535-0004
大阪市旭区生江2-
15-14

①地下鉄谷町線「千林大宮」駅
②京阪電車「森小路」駅

TEL 06-6953-0190
FAX 06-6958-2630

木下　綾子
西川　政彦

随時

当施設は職員の結束力が強く、日々利用者様を第一に考えたケアを実施しています。行事等も充実しており、職員が団結
して手作りのものを提供し、利用者様からも喜んで頂いています。定期的な面談を通じて個々の意見を参考に職場環境の
改善にも取り組んでいます。他職種との協働にも力を入れ利用者様及びご家族の皆様の安心安全を目標に努力していま
す。体験できる職種は、介護職です。要望等ありましたらお申し出ください。

375
（医）清翠会

まきデイサービスセンター
デイサービス 大阪市

〒535-0021
大阪市旭区清水4-2-
22

①Osaka Metro今里筋線「清水」駅より徒歩3分
②京阪電車「千林」駅より徒歩12分

TEL 06-6953-0190
FAX 06-6958-2630

木下　綾子
西川　政彦

随時

まきデイサービスセンターは、利用者の皆さまが「何かをしたいという気持ちが実現する」「楽しみながら、いきいきライフ」を
めざして、ご利用者の一人ひとりに合わせた自立生活の訓練や維持向上プログラムを提供しています。体験できる職種
は、介護職です。多彩なメニューをご用意している私たちの介護現場に、興味をお持ちの方はぜひ一度訪れてみてくださ
い。先輩職員による指導体制を整えてお待ちしています。

375

（医）清翠会

大阪市立介護老人保健施設
おとしよりすこやかセンター北部館

介護老人保健施設 大阪市
〒535-0031
大阪市旭区高殿6-
14-41

①地下鉄谷町線「関目高殿」駅より徒歩約3分
②地下鉄今里筋線「関目成育」駅より徒歩約6分

TEL 06-6953-0190
FAX 06-6958-2630

木下　綾子
西川　政彦

随時

当施設は、介護を要する高齢者に生活の場として明るく広い環境を整え、その人らしさを大切にした個別ケアの提供を目
指し日々研鑽を積んでいます。多職種で構成された各委員会活動も活発で、内部研修も充実しています。体験できる職種
は、介護職です。ご利用者のできる可能性に限りなく近づく努力をしている私達の介護現場に、興味をお持ちの方はぜひ
一度訪れてみて下さい。先輩職員による指導体制を整えてお待ちしています。

375
（医）清翠会

牧リハビリテーション病院

回復期リハビリテーション病
院

門真市
〒571-0015
門真市三ツ島3-6-4

①地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南」駅より徒歩約1
分

TEL 06-6953-0190
FAX 06-6958-2630

木下　綾子
西川　政彦

随時

当院は病気や事故で身体に障害を負った方にリハビリテーションを行い、自宅生活へ復帰することを目的とした病院です。
医師や看護師、リハビリを行う療法士だけでなく、介護士も日常生活の援助者として活躍しています。また、日曜日のレク
リエーションやイベント風呂など、介護士が中心となり取り組んでいる行事もたくさんあります。とても綺麗な建物というのも
自慢です。介護職の体験が出来ますので、一度訪れてみて下さい。

378

(株)シダー

介護付有料老人ホーム　ラ・ナシカ
つるみ

有料老人ホーム(介護付き) 大阪市
〒538-0041
大阪市鶴見区今津北
3-8-3

①JR「徳庵」駅より徒歩約10分
TEL 06-6965-1562
FAX 06-6965-1561

土井　翔太 随時

真心のこもった介護サービスを届ける会社です。リハビリ重視の介護付有料老人ホーム・デイサービスを中心に全国展開
しています。社内教育制度も充実しており、介護についての勉強会、介護福祉士や介護支援専門員資格取得の為の勉強
会なども実施しております。体験できる職種は、介護職員、看護職員、介護支援専門員です。【当社が目指している施設】・
入職して良かったと思われる施設・安心して仕事ができる施設・笑顔あふれる施設

381
(株)リバーウッド

リバーデイセンター
デイサービスセンター 大阪市

〒532-0005
大阪市淀川区三国本
町2-19-14

①阪急「三国」駅
TEL 06-7175-6595
FAX 06-7175-6595

川久保　徳子 随時

リバーデイセンターは、少人数制のデイサービスですが、一風変わったところはエステ・リフレクソロジー・ハンドマッサー
ジ・足湯・整体や、美容室仕様のシャンプー台を設置しており、フィットネスクラブとサロンを融合した感じのデイサービスセ
ンターです。
有資格者の指導の下、リフレクソロジーなども体験して頂けます。

389
(福）あさか会

ＳＴＡＩＲ

就労移行支援事業所（障が
い福祉サービス）

大阪市

〒558-0013
大阪市住吉区我孫子
東2-7-13　ロイヤルキ
タノ303

①地下鉄御堂筋線「あびこ」駅より徒歩約１分
②ＪＲ阪和線「我孫子町」駅より徒歩約８分

TEL 06-6607-1160
FAX 06-6607-1161

中　知也 随時

障がいのある方の「働きたい」をサポートする事業所です。
ＳＴＡＩＲを利用している方は、主に知的障がい・発達障がい者です。
「働くとは？」から支援しています。障がいのある方の就職をサポートをしたい方、就労支援に興味がある方は、体験お待
ちしております。

389
(福）あさか会

浅香障がい者会館

生活介護
就労継続支援B型

大阪市
〒558-0021
大阪市住吉区浅香１
－６－２６

①ＪＲ阪和線「杉本町」駅
②地下鉄御堂筋線「あびこ」駅

TEL 06-6608-1251
FAX 06-6608-1252

塩根　仁 随時
当施設は、障がい者・児の方々を対象とした通所サービスを提供しています。
障がい者の方には、談話、リハビリ訓練、入浴介助等の生活支援や館内掃除、その他の日中活動の支援をします。その
作業工賃は、利用者の方々の楽しみの一つです。

389
(福）あさか会

はぁとらんど浅香

生活介護
就労継続支援B型

大阪市
〒558-0021
大阪市住吉区浅香１
－７－１５

①ＪＲ阪和線「杉本町」駅
②地下鉄御堂筋線「あびこ」駅

TEL 06-4700-0810
FAX 06-4700-0811

濱本　牧子 随時

当施設は、主に知的障がい者の方が通う多機能型の施設です。個別支援計画の作成に重点を置き、製パン、内職、パソ
コン、館内掃除といった様な日中活動を通じて、その人に最適と思われる支援を行っています。その作業工賃は利用者の
方々の楽しみの一つです。体験では、①初日に実習計画を提示②利用者の選出③実習④自分で個別支援計画の作成⑤
ケース会議の開催と現場でのノウハウを体験できます。一度体験してみませんか。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】23/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0856+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%AE%87%E8%B0%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7674166,135.6420235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ef34bbc3a4b:0x8
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0856+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%AE%87%E8%B0%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7674166,135.6420235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ef34bbc3a4b:0x8
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%A0%82%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7437603,135.592737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1ddc0f88413:0xf0c5cdfb9d0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%A0%82%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7437603,135.592737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1ddc0f88413:0xf0c5cdfb9d0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%A0%82%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7437603,135.592737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1ddc0f88413:0xf0c5cdfb9d0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92571-0064+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E9%96%80%E7%9C%9F%E5%B8%82%E5%BE%A1%E5%A0%82%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7437603,135.592737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e1ddc0f88413:0xf0c5cdfb9d0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%93+%E9%9A%9C%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%8F%E3%82%89%E3%82%89%E3%81%8B%E8%8D%89%E9%83%A8/@34.517187
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8312+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E8%8D%89%E9%83%A8%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%93+%E9%9A%9C%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%8F%E3%82%89%E3%82%89%E3%81%8B%E8%8D%89%E9%83%A8/@34.517187
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8251+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E4%BA%95%EF%BC%96%EF%BC%97%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5170921,135.4913287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da6694d9baf7:0x3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8251+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E4%BA%95%EF%BC%96%EF%BC%97%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5170921,135.4913287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000da6694d9baf7:0x3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.7244756,135.5361758,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.7244756,135.5361758,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.7244756,135.5361758,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E6%B8%85%E7%BF%A0%E4%BC%9A%E7%89%A7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E6%B8%85%E7%BF%A0%E4%BC%9A%E7%89%A7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94+%E6%B8%85%E7%BF%A0%E4%BC%9A%E7%89%A7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7207436,135.5600833,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e107f1282259:0xdbae03ad9d052249!8m2!3d34.7206656!4d135.5626271
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7207436,135.5600833,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e107f1282259:0xdbae03ad9d052249!8m2!3d34.7206656!4d135.5626271
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7207436,135.5600833,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e107f1282259:0xdbae03ad9d052249!8m2!3d34.7206656!4d135.5626271
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B043'02.3%22N+135%C2%B032'46.3%22E/@34.717296,135.5440003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.717296!4d135.546189
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B043'02.3%22N+135%C2%B032'46.3%22E/@34.717296,135.5440003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.717296!4d135.546189
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B043'02.3%22N+135%C2%B032'46.3%22E/@34.717296,135.5440003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.717296!4d135.546189
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B042'59.7%22N+135%C2%B035'34.0%22E/@34.716587,135.5905973,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.716587!4d135.592786
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B042'59.7%22N+135%C2%B035'34.0%22E/@34.716587,135.5905973,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.716587!4d135.592786
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0041+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%BB%8A%E6%B4%A5%E5%8C%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6935773,135.5721512,18z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0041+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%BB%8A%E6%B4%A5%E5%8C%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6935773,135.5721512,18z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0041+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%BB%8A%E6%B4%A5%E5%8C%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93/@34.6935773,135.5721512,18z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%B8%89%E5%9B%BD%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7336286
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%B8%89%E5%9B%BD%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7336286
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%B8%89%E5%9B%BD%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7336286
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.5983477,135.5102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.5983477,135.5102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.5983477,135.5102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.5983477,135.5102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96+%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%8B%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96+%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%8B%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%96+%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%8B%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
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389
(福）あさか会

小規模多機能ホーム　夢家

小規模多機能型居宅介護、
介護予防小規模多機能型
居宅介護

大阪市
〒558-0021
大阪市住吉区浅香２
－３－３９

①ＪＲ阪和線「杉本町」駅
②地下鉄御堂筋線「あびこ」駅

TEL 06-7896-1001
FAX 06-7896-1002

野瀬　博子 随時

当施設は、通所を中心に訪問・宿泊とその方に合ったサービスを組み合わせて、高齢者の方が住み慣れた自宅で在宅生
活が継続できる様にサービスを提供しています。
馴染みの職員で全てのサービスを行う為、利用者の方に安心して利用して頂いています。その為に、内容もデイサービ
ス、ヘルパー、夜勤担当と何役もの業務があり、やりがいがある仕事と思います。利用者の方のキラキラした笑顔を見る
為に、是非一度、体験してみませんか。

390
アデランテ(株)

宅老所あでらんて「二条通りの家」
デイサービス 大阪市

〒544-0011
大阪市生野区田島1-
6-14

①JR環状線「桃谷」駅より徒歩約20分
②Osaka Metro千日前線「北巽」駅より徒歩約20分

TEL 06-7890-1006
FAX 06-7890-1007

辰己　恵美 平日のみ
定員6人の民家を使ったアットホームなデイサービスです。・馴染みの関係　・生活リハビリ　・手作りの食事を基本に、利用
者さんが住み慣れた自宅や地域で生活が続けていけるように関わらせてもらえたらと思っています。経験や資格の有無は
問いません。この仕事は資格より資質が大事だと思っています。お気軽に申し込んで下さい。

390
アデランテ(株)

宅老所アデランテ「北鶴橋の家」
デイサービス 大阪市

〒544-0031
大阪市生野区鶴橋3-
5-41

①JR環状線・Osaka Metro千日前線・近鉄「鶴橋」駅
より徒歩約８分

TEL 06-7890-1006
FAX 06-7890-1007

辰己　恵美 平日のみ
定員８人の民家を使ったアットホームなデイサービスです。・馴染みの関係　・生活リハビリ　・手作りの食事を基本に、利
用者さんが住み慣れた自宅や地域で生活が続けていけるように関わらせてもらえたらと思っています。経験や資格の有無
は問いません。この仕事は資格より資質が大事だと思っています。お気軽に申し込んで下さい。

392
（福）椿福祉会

ワークセンターつるみの郷

生活介護
就労継続支援B型

大阪市
〒538-0031
大阪市鶴見区茨田大
宮2-2-25

①Osaka Metro長堀鶴見緑地線「門真南」駅より南
に徒歩約10分

TEL 06-6913-0461
FAX 06-6913-0471

下中
平山

月～金
9：00～17：00

2012年4月にワークセンターつるみの郷として開所しました。
生活介護では、定員20名でご自宅まで送迎し、入浴・給食サービス及び生産活動や余暇・創作活動に取り組んでいます。
就労継続支援B型では定員20名で製パン・清掃・軽作業の3つの作業を柱に、本人にあった作業を組み合わせて実践して
います。いろんな方々との交流が、利用者にとっては社会参加につながると思いますので、一日からでも体験していただけ
ればと思います。

392
（福）椿福祉会

つるみ更生指導所
生活介護 大阪市

〒538-0033
大阪市鶴見区中茶屋
1-8-13

①Osaka Metro長堀鶴見緑地線 「横堤」駅より徒歩
約20分
②JR学研都市線「徳庵」駅より徒歩約20分
③近鉄バス⑰稲田車庫前行(梅田・京橋から乗車
可）「中茶屋」下車 徒歩約3分

TEL 06-6912-4110
FAX 06-6912-8582

井手
西川

随時

20名の知的障がいのある方々が通所されています。職員の年齢層は幅広いですが、明るく個性豊かな職員がそろってい
ます。どんな悩みにも一緒に考えてくれる先輩職員もいます。
私たち職員は、利用者のみなさんが、楽しく快適に過ごせるよう日々奮闘しています。興味を持たれた方は、ぜひ一度ご
体験ください。お待ちしております。

393

（福）芳春会

地域密着型介護老人福祉施設　ビ
オラ和泉

特別養護老人ホーム 和泉市
〒594-0073
和泉市和気町3-4-24

①JR阪和線「和泉府中」駅より徒歩約20分
TEL 0725-46-0470
FAX 0725-46-0370

高呂　和樹
（コウロ）

随時

当法人は、平成6年から特別養護老人ホームをはじめとする高齢者福祉施設の運営を行っています。私たちは法人理念
である、ビオラの花言葉「愛と誠実」をモットーに利用者、家族、地域に向けて活動をしています。地域密着型施設は、平成
24年3月にオープンしました定員29名のユニット型施設です。入居者、家族、職員が、馴染みの顔、馴染みの関係で、落ち
着いて過ごせる空間を作っています。介護職員の体験にぜひお越しください。

393
（福）芳春会

ビオラ和泉デイサービスセンター
デイサービス 和泉市

〒594-0073
和泉市和気町3-5-19

①JR阪和線「和泉府中」駅より徒歩約20分
②JR「和泉府中」駅より南海バス「福祉会館」前徒歩
5分

TEL 0725-46-0470
FAX 0725-46-0370

高呂　和樹
（コウロ）

随時

デイサービスは、在宅生活をしている要介護者や障がい者が、日帰りでご利用いただくサービスです。健康チェックや入浴
等を介護・看護職員がお手伝いいたします。食事は管理栄養士が皆様の栄養管理を行い、直営ならではのお食事を提供
しています。機能訓練は、運動指導士が監修したプログラムを実施しています。一人ひとりの一日の過ごし方をサポートし
ていきます。

393
（福）芳春会

介護老人福祉施設　ビオラ和泉
特別養護老人ホーム 和泉市

〒594-0073
和泉市和気町3-5-19

①JR阪和線「和泉府中」駅より徒歩約20分
②JR「和泉府中」駅より南海バス「福祉会館」前徒歩
5分

TEL 0725-46-0470
FAX 0725-46-0370

高呂　和樹
（コウロ）

随時

寝たきりや認知症などにより、在宅生活が困難となった要介護3以上の方にご利用いただく施設です。介護・看護職員の
連携により快適で自立に向けた生活が送れるようサポートいたします。食事は管理栄養士が皆様の栄養管理を行い、直
営ならではのお食事を提供しています。レクリエーション、各種行事、クラブ活動など、地域のボランティアの協力も得なが
ら、生きがいや楽しみのある生活を応援させていただいています。

404

メディカル・ケア・サービス(株)

愛の家グループホーム　大阪都島中
通

グループホーム 大阪市
〒534-0022
大阪市都島区都島中
通2-20-30

①地下鉄谷町線「都島」駅
TEL 070-1300-

1667
FAX 06-6924-6681

中江　章浩 随時

愛の家グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス㈱はその人らしい、快適で穏やかなシルバーライフを常にサ
ポートします。1ユニット9名までの少人数制のグループホームを中心に全国約230棟運営しております。当社では年間20～
30棟新規開設を行っているので、スキルに合ったポジションやキャリアアップが望めます。また、資格取得支援制度や研修
制度により安心してお仕事して頂けます。愛の家での職場体験・見学・応募を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

404

メディカル・ケア・サービス(株)

愛の家小規模多機能型居宅介護
大阪都島中通

小規模多機能型居宅介護 大阪市
〒534-0022
大阪市都島区都島中
通2-20-30

①地下鉄谷町線「都島」駅
TEL 070-1300-

1667
FAX 06-6924-6681

中江　章浩 随時

愛の家グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス㈱はその人らしい、快適で穏やかなシルバーライフを常にサ
ポートします。1ユニット9名までの少人数制のグループホームを中心に全国約230棟運営しております。当社では年間20～
30棟新規開設を行っているので、スキルに合ったポジションやキャリアアップが望めます。また、資格取得支援制度や研修
制度により安心してお仕事して頂けます。愛の家での職場体験・見学・応募を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

404

メディカル・ケア・サービス(株)

愛の家小規模多機能型居宅介護
大阪城東中央

小規模多機能型居宅介護 大阪市
〒536-0005
大阪市城東区中央2-
8-12

①京阪電鉄「野江」駅
②地下鉄長堀鶴見緑地線 「蒲生4丁目」駅

TEL 070-1300-
1667

FAX 06-6924-6681
中江　章浩 随時

愛の家グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス㈱はその人らしい、快適で穏やかなシルバーライフを常にサ
ポートします。1ユニット9名までの少人数制のグループホームを中心に全国約230棟運営しております。当社では年間20～
30棟新規開設を行っているので、スキルに合ったポジションやキャリアアップが望めます。また、資格取得支援制度や研修
制度により安心してお仕事して頂けます。愛の家での職場体験・見学・応募を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

404

メディカル・ケア・サービス(株)

愛の家小規模多機能型居宅介護
大阪松

小規模多機能型居宅介護 大阪市
〒557-0034
大阪市西成区松1-8-
32

①地下鉄四ツ橋筋線「花園町」駅
TEL 070-1300-

1667
FAX 06-6924-6681

中江　章浩 随時

愛の家グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス㈱はその人らしい、快適で穏やかなシルバーライフを常にサ
ポートします。1ユニット9名までの少人数制のグループホームを中心に全国約230棟運営しております。当社では年間20～
30棟新規開設を行っているので、スキルに合ったポジションやキャリアアップが望めます。また、資格取得支援制度や研修
制度により安心してお仕事して頂けます。愛の家での職場体験・見学・応募を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

404
メディカル・ケア・サービス(株)

愛の家グループホーム　東大阪加納
グループホーム 東大阪市

〒578-0901
東大阪市加納1-4-35

①ＪＲ片町線「住道」駅より徒歩約20分
②近鉄バス「加納」下車 徒歩約５分

TEL 070-1300-
1667

FAX 06-6924-6681
中江　章浩 随時

認知症のリーディングカンパニーを目指す、ＭＣＳ・愛の家グループホームでは、ご入居者様に寄り添い、支え合う関係作
りを心がけております。また、全国200箇所以上に事業所を展開してきたノウハウを活かすと共に、地域との交流にも力を
入れております。「グループホームとは？」をご理解頂く為に、１度職場体験にお越し下さい。平成25年11月大阪市都島
区・12月京都中京区・平成26年3月に大阪市城東区に新規ＯＰＥＮ予定です。

405
メディカル・ケア・サービス関西(株)

愛の家グループホーム堺浜寺
グループホーム 堺市

〒592-8344
堺市西区浜寺南町1-
30

①南海本線「浜寺公園」駅12分
②JR阪和線「東羽衣」駅徒歩12分

TEL 070-1300-
1667

FAX 06-6924-6681
中江　章浩 随時

愛の家グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス㈱はその人らしい、快適で穏やかなシルバーライフを常にサ
ポートします。1ユニット9名までの少人数制のグループホームを中心に全国約270棟に迫る運営をしており、随時新規開設
をおこなっているので、スキルに合ったポジションやキャリアアップが望めます。資格取得支援制度や研修制度により安心
してお仕事して頂けます。愛の家での職場体験・見学・応募を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】24/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%99/@34.5890903,135.5039814,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%99/@34.5890903,135.5039814,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B5%85%E9%A6%99%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%99/@34.5890903,135.5039814,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E7%94%B0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.6512003,135.5396074,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E7%94%B0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.6512003,135.5396074,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E7%94%B0%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.6512003,135.5396074,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.6624821,135.5328494,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.6624821,135.5328494,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%91/@34.6624821,135.5328494,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%8C%A8%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AE%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%8C%A8%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AE%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%8C%A8%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AE%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.701429,135.583289,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.701429,135.583289,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.701429,135.583289,17z/dat
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0073+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%B0%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.4798998,135.4241685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0073+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%B0%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.4798998,135.4241685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0073+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%B0%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.4796387,135.4233769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c565ee1d0075:0xb9ac8b8e06fbb63e!8m2!3d34.4796387!4d135.4255656
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0073+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%B0%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.4796387,135.4233769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c565ee1d0075:0xb9ac8b8e06fbb63e!8m2!3d34.4796387!4d135.4255656
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0073+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%B0%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.4796387,135.4233769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c565ee1d0075:0xb9ac8b8e06fbb63e!8m2!3d34.4796387!4d135.4255656
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92594-0073+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%B0%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@34.4796387,135.4233769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c565ee1d0075:0xb9ac8b8e06fbb63e!8m2!3d34.4796387!4d135.4255656
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E4%B8%AD%E9%80%9A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.7047499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E4%B8%AD%E9%80%9A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.7047499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E4%B8%AD%E9%80%9A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.7047499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E4%B8%AD%E9%80%9A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.7047499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E4%B8%AD%E9%80%9A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.7047499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E4%B8%AD%E9%80%9A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.7047499
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.7026235,135.5402148,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.7026235,135.5402148,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.7026235,135.5402148,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%9D%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6415592,135.4913148,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%9D%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6415592,135.4913148,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%9D%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.6415592,135.4913148,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0901+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8A%A0%E7%B4%8D%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.6930828,135.617888,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0901+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8A%A0%E7%B4%8D%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%95/@34.6930828,135.617888,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-8344+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E5%AF%BA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.5374475,135.4460879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c4b51dee99a5:0xfe2fb3e2c8f97ffd!8m2!3d34.5374431!4d135.4482819
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-8344+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E5%AF%BA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.5374475,135.4460879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c4b51dee99a5:0xfe2fb3e2c8f97ffd!8m2!3d34.5374431!4d135.4482819
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92592-8344+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E5%AF%BA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.5374475,135.4460879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000c4b51dee99a5:0xfe2fb3e2c8f97ffd!8m2!3d34.5374431!4d135.4482819
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メッセージ

405

メディカル・ケア・サービス関西(株)

愛の家グループホーム堺日置荘北
町

グループホーム 堺市
〒599-8111
堺市東区日置荘北町
3-1-52

①南海高野線「萩原天神」駅より徒歩約10分
TEL 080-9407-

3787
FAX 0725-20-0670

釘宮　章高 随時

愛の家グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス㈱はその人らしい、快適で穏やかなシルバーライフを常にサ
ポートします。1ユニット9名までの少人数制のグループホームを中心に全国約270棟に迫る運営をしており、随時新規開設
をおこなっているので、スキルに合ったポジションやキャリアアップが望めます。資格取得支援制度や研修制度により安心
してお仕事して頂けます。愛の家での職場体験・見学・応募を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

405
メディカル・ケア・サービス関西(株)

愛の家グループホーム　いけうら
グループホーム 泉大津市

〒595-0024
泉大津市池浦町4-7-
18

①南海本線「泉大津」駅より徒歩約1分
TEL 070-1300-

1667
FAX 06-6924-6681

中江　章浩 随時

認知症のリーディングカンパニーを目指す、ＭＣＳ・愛の家グループホームでは、ご入居者様に寄り添い、支え合う関係作
りを心がけております。また、全国200箇所以上に事業所を展開してきたノウハウを活かすと共に、地域との交流にも力を
入れております。「グループホームとは？」をご理解頂く為に、１度職場体験にお越し下さい。平成25年11月大阪市都島
区・12月京都中京区・平成26年3月に大阪市城東区に新規ＯＰＥＮ予定です。

405
メディカル・ケア・サービス関西(株)

愛の家グループホーム　あびこ
グループホーム 泉大津市

〒595-0031
泉大津市我孫子150

①ＪＲ阪和線「和泉府中」駅より徒歩約15分
TEL 070-1300-

1667
FAX 06-6924-6681

中江　章浩 随時

認知症のリーディングカンパニーを目指す、ＭＣＳ・愛の家グループホームでは、ご入居者様に寄り添い、支え合う関係作
りを心がけております。また、全国200箇所以上に事業所を展開してきたノウハウを活かすと共に、地域との交流にも力を
入れております。「グループホームとは？」をご理解頂く為に、１度職場体験にお越し下さい。平成25年11月大阪市都島
区・12月京都中京区・平成26年3月に大阪市城東区に新規ＯＰＥＮ予定です。

407
(福）三松会

特別養護老人ホーム　たんぴ野
特別養護老人ホーム 羽曳野市

〒583-0884
羽曳野市野66-2

①近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅より徒歩約18分
TEL 072-952-1332
FAX 072-952-1342

川上　笑美子 随時

当施設は、平成23年4月にオープンした地域密着型、ユニットケアを実施している施設で、一つの建物の中に特養、グルー
プホーム、小規模多機能ホーム、居宅介護支援の4つの事業所があります。それぞれの事業所間でコミュニケーションを図
り、アットホームな雰囲気の中、利用者様は楽しく過ごされ、職員は明るく元気いっぱい働いています。是非、一度この雰囲
気を味わってください。体験に関して希望・要望等がありましたらお気軽にお申し出ください。

407
(福）三松会

グループホーム　たんぴ野
グループホーム 羽曳野市

〒583-0884
羽曳野市野66-2

①近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅より徒歩約18分
TEL 072-952-1332
FAX 072-952-1342

川上　笑美子 随時

当施設は、平成23年4月にオープンした地域密着型、ユニットケアを実施している施設で、一つの建物の中に特養、グルー
プホーム、小規模多機能ホーム、居宅介護支援の4つの事業所があります。それぞれの事業所間でコミュニケーションを図
り、アットホームな雰囲気の中、利用者様は楽しく過ごされ、職員は明るく元気いっぱい働いています。是非、一度この雰囲
気を味わってください。体験に関して希望・要望等がありましたらお気軽にお申し出ください。

407
(福）三松会

小規模多機能ホーム　たんぴ野
小規模多機能型居宅介護 羽曳野市

〒583-0884
羽曳野市野66-2

①近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅より徒歩約18分
TEL 072-952-1332
FAX 072-952-1342

川上　笑美子 随時

当施設は、平成23年4月にオープンした地域密着型、ユニットケアを実施している施設で、一つの建物の中に特養、グルー
プホーム、小規模多機能ホーム、居宅介護支援の4つの事業所があります。それぞれの事業所間でコミュニケーションを図
り、アットホームな雰囲気の中、利用者様は楽しく過ごされ、職員は明るく元気いっぱい働いています。是非、一度この雰囲
気を味わってください。体験に関して希望・要望等がありましたらお気軽にお申し出ください。

407
(福）三松会

埴生の里
就労継続支援B型 羽曳野市

〒583-0884
羽曳野市野66-2

①近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅より徒歩約18分
TEL 072-952-1332
FAX 072-952-1342

川上　笑美子 随時

当施設は、平成23年4月にオープンした施設に新しく作業場を設け、障がい者の方へ就労支援事業を行っております。障
がいを持ったご利用者に寄り添いながら、よりスムーズに社会復帰できるよう、専門職（ワーカー）が協働して、支援計画を
たて、それに沿って社会への復帰第一歩を築けるよう努力している施設です。是非、体験してみてください。体験に関して
希望・要望がありましたらお気軽にお申し出ください。

408
(福）正武福祉会

特別養護老人ホーム　さんらく苑
特別養護老人ホーム 大阪市

〒558-0011
大阪市住吉区苅田5-
16-10

①地下鉄御堂筋線「あびこ」駅より徒歩約3分
TEL 06-6606-3100
FAX 06-6606-5858

原田　洋平
月～金

（11月～2月以
外）

当施設で経験を積んできたスタッフが中心となり、法人の理念である「心身ともに安らかで楽しい生活が送れるホーム創
り」を目指しています。体験職種は、介護職員です。経験・資格は問いません。思いやりと笑顔があれば大丈夫です。資格
がなく、未経験で入社した職員も活躍しています。又、地下鉄「あびこ」駅から徒歩3分と、通勤に便利です。介護の仕事の
魅力を感じていただき、介護職として活躍できることを期待しています。

410
(福）野田福祉会

グループホーム　ハーモニー美木多

認知症対応型共同生活介
護

堺市
〒590-0136
堺市南区美木多上
55-11

①泉北高速鉄道「光明池」駅または「栂・美木多」駅
徒歩20分
②泉北高速鉄道「栂・美木多」駅より南海バス横山
高校行「美木多」下車徒歩2分

TEL 072-290-0033
FAX 072-290-0027

本田　愛 随時
認知症の高齢者を対象とした、平屋建て（1階建て。2棟）で18名定員の小さな施設です。おもに認知症介護について興味
のある方に向いています。基本的な介護技術についてはあまり体験することはできません。暫く職場を離れていて、再度
福祉の仕事をとご検討されている方にも選んでいただければと思います。

410
(福）野田福祉会

特別養護老人ホーム　ハーモニー
特別養護老人ホーム 堺市

〒599-8124
堺市東区南野田33

①南海高野線「北野田」駅
TEL 072-239-0011
FAX 072-239-0156

河野　かおり 随時
介護度が高く、重度な認知症の利用者様がたくさんいらっしゃる施設です。介護の基礎を学ぶ上では、様々な経験ができ
る職場です。それだけに、福祉の仕事に対して明確な目標を持たれた方や、将来介護福祉士の資格を取得したいとお考
えの方向けの施設体験としてご検討ください。

410
(福）野田福祉会

ハーモニーデイサービスセンター
デイサービスセンター 堺市

〒599-8124
堺市東区南野田33

①南海高野線「北野田」駅
TEL 072-239-0011
FAX 072-239-0156

辻中　孝夫 日曜日定休
３０名定員の日帰りで高齢者の介護を行う施設です。おもに利用者様とのコミュニケーションやレクレーションを学んでいた
だける所です。介護のことが初めて、介護の仕事を考えているが不安がある方向けの施設です。

413
(福）いわき会

グループホーム　錦の里
グループホーム 寝屋川市

〒572-0043
寝屋川市錦町20-5

①京阪「寝屋川市」駅より徒歩約７分
TEL 072-839-8000
FAX 072-839-8001

灰田　修 随時

当施設は職員の研修に力を入れ、先輩職員によるマンツーマンでの指導を実施しています。介護はとても奥が深い仕事です。高
齢者の心に触れ、支えになるとても尊い仕事です。今まで笑わなかった方が笑ったり、しゃべったり、体を動かそうとしたり、これが
介護の仕事の醍醐味。他の職種には、ここまでの喜びを感じる仕事は、なかなかないと思います。大変な事以上に、楽しい事の
方が多い仕事です。介護職はこれからの日本を支えていくためには欠かすことの出来ない、非常に大切な仕事なのです。経験や
資格の有無も問いません。

413
(福）いわき会

小規模多機能ホーム　錦の里
小規模多機能型居宅介護 寝屋川市

〒572-0043
寝屋川市錦町20-5

①京阪「寝屋川市」駅より徒歩約７分
TEL 072-839-8000
FAX 072-839-8001

灰田　修 随時

当施設は職員の研修に力を入れ、先輩職員によるマンツーマンでの指導を実施しています。介護はとても奥が深い仕事です。高
齢者の心に触れ、支えになるとても尊い仕事です。今まで笑わなかった方が笑ったり、しゃべったり、体を動かそうとしたり、これが
介護の仕事の醍醐味。他の職種には、ここまでの喜びを感じる仕事は、なかなかないと思います。大変な事以上に、楽しい事の
方が多い仕事です。介護職はこれからの日本を支えていくためには欠かすことの出来ない、非常に大切な仕事なのです。経験や
資格の有無も問いません。

413
(福）いわき会

特別養護老人ホーム　東神田の里
特別養護老人ホーム 寝屋川市

〒572-0045
寝屋川市東神田町
19-1

①京阪「萱島」駅より徒歩約15分
TEL 072-839-8000
FAX 072-839-8001

灰田　修 随時

当施設は職員の研修に力を入れ、先輩職員によるマンツーマンでの指導を実施しています。介護はとても奥が深い仕事です。高
齢者の心に触れ、支えになるとても尊い仕事です。今まで笑わなかった方が笑ったり、しゃべったり、体を動かそうとしたり、これが
介護の仕事の醍醐味。他の職種には、ここまでの喜びを感じる仕事は、なかなかないと思います。大変な事以上に、楽しい事の
方が多い仕事です。介護職はこれからの日本を支えていくためには欠かすことの出来ない、非常に大切な仕事なのです。経験や
資格の有無も問いません。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】25/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8111+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91/@34.5421814,135.5337376,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6000d99279846aa7:0xf905065f84b5a12a!8m2!3d34.5422412!4d135.5348324
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8111+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91/@34.5421814,135.5337376,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6000d99279846aa7:0xf905065f84b5a12a!8m2!3d34.5422412!4d135.5348324
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8111+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%97%A5%E7%BD%AE%E8%8D%98%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%EF%BC%91/@34.5421814,135.5337376,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6000d99279846aa7:0xf905065f84b5a12a!8m2!3d34.5422412!4d135.5348324
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%B5%A6%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%98/@34.4995178,135.4139083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%B5%A6%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%98/@34.4995178,135.4139083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%B1%A0%E6%B5%A6%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%98/@34.4995178,135.4139083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90+%E6%84%9B%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92595-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%88%91%E5%AD%AB%E5%AD%90%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90+%E6%84%9B%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0884+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%BE%BD%E6%9B%B3%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%87%8E%EF%BC%96%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.5614133,135.5670491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d84ef1b06ad5:0xddd7292bc5baf529!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E8%8B%85%E7%94%B0%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6007363,135.5119468,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E8%8B%85%E7%94%B0%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6007363,135.5119468,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E8%8B%85%E7%94%B0%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6007363,135.5119468,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0136+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E7%BE%8E%E6%9C%A8%E5%A4%9A%E4%B8%8A%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.4762993,135.4868045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d0f64c02c477:0x40ca50fe1d1b516!8m2!3d34.4762949!4d135.4889932
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0136+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E7%BE%8E%E6%9C%A8%E5%A4%9A%E4%B8%8A%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.4762993,135.4868045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d0f64c02c477:0x40ca50fe1d1b516!8m2!3d34.4762949!4d135.4889932
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0136+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E7%BE%8E%E6%9C%A8%E5%A4%9A%E4%B8%8A%EF%BC%95%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.4762993,135.4868045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d0f64c02c477:0x40ca50fe1d1b516!8m2!3d34.4762949!4d135.4889932
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8124+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%87%8E%E7%94%B0%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.5226147,135.5480234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d764468eb887:0x935376b6872def0c!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8124+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%87%8E%E7%94%B0%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.5226147,135.5480234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d764468eb887:0x935376b6872def0c!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8124+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%87%8E%E7%94%B0%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.5226147,135.5480234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d764468eb887:0x935376b6872def0c!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8124+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%87%8E%E7%94%B0%EF%BC%93%EF%BC%93/@34.5226147,135.5480234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d764468eb887:0x935376b6872def0c!8m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%8C%A6%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7614365,135.6128402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e12287d827d:0xcc41bbd2ed
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%8C%A6%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7614365,135.6128402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e12287d827d:0xcc41bbd2ed
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%8C%A6%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7614365,135.6128402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e12287d827d:0xcc41bbd2ed
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%8C%A6%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95/@34.7614365,135.6128402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e12287d827d:0xcc41bbd2ed
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
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413
(福）いわき会

グループホーム　東神田の里
グループホーム 寝屋川市

〒572-0045
寝屋川市東神田町
19-1

①京阪「萱島」駅より徒歩約15分
TEL 072-839-8000
FAX 072-839-8001

灰田　修 随時

当施設は職員の研修に力を入れ、先輩職員によるマンツーマンでの指導を実施しています。介護はとても奥が深い仕事です。高
齢者の心に触れ、支えになるとても尊い仕事です。今まで笑わなかった方が笑ったり、しゃべったり、体を動かそうとしたり、これが
介護の仕事の醍醐味。他の職種には、ここまでの喜びを感じる仕事は、なかなかないと思います。大変な事以上に、楽しい事の
方が多い仕事です。介護職はこれからの日本を支えていくためには欠かすことの出来ない、非常に大切な仕事なのです。経験や
資格の有無も問いません。

413

(福）いわき会

デイサービス
東神田の里

デイサービス 寝屋川市
〒572-0045
寝屋川市東神田町
19-1

①京阪「萱島」駅よりコミュニティバスタウンくる（寝屋
川市内黒原ルート）「神田小学校」下車1分
②京阪「萱島」駅下車北北東へ徒歩15分

TEL 072-839-8000
FAX 072-839-8001

灰田　修 随時

当施設は職員の研修に力を入れ、先輩職員によるマンツーマンでの指導を実施しています。その他、施設長による定期的
な面接を通じ、職場環境の改善につなげております。
経験や資格のない方もお気軽にお申し込みください。
体験に際して、希望・要望がありましたら、お申し出ください。

416

(医)医誠会

介護老人保健施設　エスペラル井高
野

介護老人保健施設 大阪市
〒533-0001
大阪市東淀川区井高
野4-6-37

①大阪市営バス「井高野車庫」下車 徒歩約3分
②地下鉄「井高野」駅より 徒歩約13分

TEL 06-6307-2151
FAX 06-6309-6885

中埜　秀紀 平日のみ
「希望に向かって」という意味をもつスペイン語・『エスペラル』という名のもとに、「家族との関わりを大切にし、楽しく、心安
らぐ日々」をお届けするため、さまざまなサービスを提供し、レクレーションや行事も活発におこなっております。

416

(医)医誠会

介護老人保健施設　エスペラル東淀
川

介護老人保健施設 大阪市
〒533-0022
大阪市東淀川区菅原
1-1-21

①阪急京都線「淡路」駅より徒歩約13分
TEL 06-6307-2151
FAX 06-6309-6885

中埜　秀紀 平日のみ
「希望に向かって」という意味をもつスペイン語・『エスペラル』という名のもとに、「家族との関わりを大切にし、楽しく、心安
らぐ日々」をお届けするため、ゆったりとした1Fフロアーにて施設で、レクリエーションも多数おこなっており、リハビリはPT、
OT、STの各専門職が揃って機能回復訓練を行なっております。 また、音楽療法も行なっております。

416
(医)医誠会

介護老人保健施設　エスペラル摂津
介護老人保健施設 摂津市

〒566-0021
摂津市南千里丘1-24

①阪急京都線「摂津市」駅より徒歩約7分
TEL 06-6307-2151
FAX 06-6309-6885

中埜　秀紀 平日のみ
「希望に向かって」という意味をもつスペイン語・『エスペラル』という名のもとに、「家族との関わりを大切にし、楽しく、心安
らぐ日々」をお届けするため、他職種協働で、行事やレクレーションも積極的に取り入れております。

425

(福）真清福祉会

特別養護老人ホーム　ロイヤルライ
フ・天寿苑

特別養護老人ホーム 寝屋川市
〒572-0055
寝屋川市御幸東町9-
2

①京阪本線「萱島」駅より徒歩約10分
TEL 072-827-1333
FAX 072-827-0505

植木　康充 随時

当施設ではご利用者の尊厳を基本に据えて「その人らしい生活の支援」をめざし、一人ひとりの個別性を尊重したユニット
ケアに取り組んでいます。新規職員の研修については、担当の職員を配置し、しっかりとサポートを行っています。また、夜
勤帯の職員配置を手厚くし、心身ともに負担の軽減に努めております。体験につきましては随時受け付けております。お気
軽にご連絡ください。

425
(福）真清福祉会

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ・天寿苑
通所介護 寝屋川市

〒572-0055
寝屋川市御幸東町9-
2

①京阪本線「萱島」駅より徒歩約10分
TEL 072-827-1333
FAX 072-827-0505

植木　康充 随時
法人の理念は「みんな笑顔でわくわくいきいき輝く」です。特別養護老人ホームのほか、保育園を2カ所とケアハウスを運営
しており、またグループ企業では有料老人ホームや訪問介護事業も展開し、地域に密着した法人です。体験日に法人・施
設の概要や施設の様子もお話しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

426
（福）清松福祉会

特別養護老人ホーム　夢心
特別養護老人ホーム 枚方市

〒573-0161
枚方市長尾北町1-
1785-2

①ＪＲ「長尾」駅よりバスで約10分
TEL 072-866-3939
FAX 072-866-5656

野村　恭平 随時
当施設は研修や実習受入れに力を入れています。敷地にはおよそ100坪の畑があり、入居者の方々と一緒に園芸活動な
ども行っております。体験に際しての資格や経験の有無は問いません。気軽にご応募ください。

426
（福）清松福祉会

夢心ホームサービスセンター
デイサービスセンター 枚方市

〒573-0161
枚方市長尾北町1-
1785-2

①ＪＲ「長尾」駅よりバスで約10分
TEL 072-866-3939
FAX 072-866-5656

野村　恭平 随時
個別またはグループごとのレクリエーションに力を入れています。レクリエーション内容は陶芸、カラオケ、喫茶、園芸、脳ト
レ等たくさん用意し、利用者の方と一緒に楽しんでいます。体験に際する資格、経験の有無は問いません。

426
（福）清松福祉会

夢心ホームヘルプサービス
訪問介護 枚方市

〒573-0161
枚方市長尾北町1-
1785-2

①ＪＲ「長尾」駅よりバスで約10分
TEL 072-866-3939
FAX 072-866-5656

野村　恭平 随時
様々なご利用者さんのお宅に訪問し、訪問介護現場の実際を体験してもらうことができます。資格、経験の有無は問いま
せん。

429

(福）芙蓉福祉会

介護老人福祉施設　水都ホーム福
町

特別養護老人ホーム 大阪市
〒555-0034
大阪市西淀川区福町
2-11-7

①阪神なんば線「福」駅より徒歩約8分
TEL 06-4808-2962
FAX 06-4808-860８

有富　増子 応相談

西日本ではトップクラス、入所定員340名の規模を誇る新設の大型施設を2012年4月にオープンしました。ただ介護・看護
のサービスを提供するだけではなく、利用者の方が本当に必要とし、喜ばれるサービスを追求し、数ある施設の中から選
ばれる施設を創りたいと思っています。体験できる職種は、介護職、看護職です。体験に際して、希望・要望がありましたら
お申し出ください。

429
(福）芙蓉福祉会

介護老人保健施設　なごみだいら
介護老人保健施設 大阪市

〒555-0034
大阪市西淀川区福町
2-11-7

①阪神なんば線「福」駅より徒歩約8分
TEL 06-4808-2400
FAX 06-4808-8607

桂　隆信 随時

西日本ではトップクラス、入所定員340名の規模を誇る新設の大型施設を2012年4月にオープンしました。ただ介護・看護
のサービスを提供するだけではなく、利用者の方が本当に必要とし、喜ばれるサービスを追求し、数ある施設の中から選
ばれる施設を創りたいと思っています。体験できる職種は、介護職、看護職です。体験に際して、希望・要望がありましたら
お申し出ください。

429

(福）芙蓉福祉会

特別養護老人ホームケアセンター水
都ホーム

特別養護老人ホーム 大阪市
〒554-0012
大阪市此花区西九条
1-1-2

①JR大阪環状線「西九条」駅より徒歩7分
②阪神なんば線「西九条」駅より徒歩7分

TEL 06-6467-2929
FAX 06-6467-2922

浜崎　美和 随時
「溢れるほどのほほえみは老いたる人の生きる糧」私たち全スタッフは、心にこの言葉を掲げ、利用者の方々にいつの時も
「生きる喜び」を感じてもらえるよう、常に笑顔に満ち溢れた環境作りを目指しています。アットホームな雰囲気の施設です
ので、お気軽にお越しください。

433
(福）五常会

ケアハウス　ゆーとりあ
ケアハウス 堺市

〒599-8243
堺市中区見野山162

①泉北高速鉄道｢泉ヶ丘」駅よりバスで約10分
TEL 072-236-9946
FAX 072-234-8674

松江　炎
原則金曜日の

み

当施設の新人研修では、担当職員によるマンツーマンで、新人職員の個性やペースに合わせて指導しています。相談や
質問がしやすく、不安や心配なく業務を習得していただける環境作りに配慮しています。体験できる職種は主に介護職で
すが、その他職種についてもご希望がございましたらお問い合わせください。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】26/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'21.2%22N+135%C2%B036'49.1%22E/@34.755896,135.6114463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.755896!4d135.613635
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%BA%95%E9%AB%98%E9%87%8E%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%BA%95%E9%AB%98%E9%87%8E%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%BA%95%E9%AB%98%E9%87%8E%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E8%8F%85%E5%8E%9F%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7355157,135.5229712,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E8%8F%85%E5%8E%9F%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7355157,135.5229712,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0022+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E8%8F%85%E5%8E%9F%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7355157,135.5229712,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'58.7%22N+135%C2%B033'24.7%22E/@34.782972,135.5546713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.782972!4d135.55686
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B046'58.7%22N+135%C2%B033'24.7%22E/@34.782972,135.5546713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.782972!4d135.55686
https://www.google.co.jp/maps/place/〒572-0055+大阪府寝屋川市御幸東町９−２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒572-0055+大阪府寝屋川市御幸東町９−２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒572-0055+大阪府寝屋川市御幸東町９−２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒572-0055+大阪府寝屋川市御幸東町９−２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒572-0055+大阪府寝屋川市御幸東町９−２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒572-0055+大阪府寝屋川市御幸東町９−２
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0161+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92/@34.8351851,135.6978369,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92555-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%A6%8F%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92555-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%A6%8F%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92555-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%A6%8F%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92555-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%A6%8F%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92555-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%A6%8F%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92555-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%A6%8F%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%97+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E6%B0%B4%E9%83%BD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/@34.6832211,135.4698104,18.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000e64724971379:0x7ab81112c48269b1!2z44CSNTU0LTAwMTIg5aSn6Ziq5bqc5aSn6Ziq5biC5q2k6Iqx5Yy66KW_5Lmd5p2h77yR5LiB55uu77yR!3b1!8m2!3d34.6832839!4d135.4699678!3m4!1s0x6000e640b5f7e909:0x9089eac688aa42a8!8m2!3d34.6832837!4d135.4699679
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E6%B0%B4%E9%83%BD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/@34.6832211,135.4698104,18.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000e64724971379:0x7ab81112c48269b1!2z44CSNTU0LTAwMTIg5aSn6Ziq5bqc5aSn6Ziq5biC5q2k6Iqx5Yy66KW_5Lmd5p2h77yR5LiB55uu77yR!3b1!8m2!3d34.6832839!4d135.4699678!3m4!1s0x6000e640b5f7e909:0x9089eac688aa42a8!8m2!3d34.6832837!4d135.4699679
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E6%B0%B4%E9%83%BD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/@34.6832211,135.4698104,18.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000e64724971379:0x7ab81112c48269b1!2z44CSNTU0LTAwMTIg5aSn6Ziq5bqc5aSn6Ziq5biC5q2k6Iqx5Yy66KW_5Lmd5p2h77yR5LiB55uu77yR!3b1!8m2!3d34.6832839!4d135.4699678!3m4!1s0x6000e640b5f7e909:0x9089eac688aa42a8!8m2!3d34.6832837!4d135.4699679
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8243+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E8%A6%8B%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%92/@34.5025916,135.5328226,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d73823abd821:0x891d3af94c
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8243+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E8%A6%8B%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%92/@34.5025916,135.5328226,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d73823abd821:0x891d3af94c
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433
(福）五常会

特別養護老人ホームゆーとりあ
介護老人福祉施設 堺市

〒599-8243
堺市中区見野山164

①泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅よりバスで約10分
②南海高野線「金剛」駅よりバスで約10分

TEL 072-236-8779
FAX 072-234-8674

松江　炎 随時
当施設の新人研修は職員の個性やペースに合わせてゆっくりじっくり指導しています。相談や質問もしやすく、不安や心配
なく成長していただける環境づくりに配慮しています。
体験できる職種は主に介護職ですが、その他の職種についてもご希望がございましたらお問い合わせください。

433
(福）五常会

デイサービスセンターきりり
通所介護 堺市

〒599-8243
堺市中区見野山164

①泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅よりバスで約10分
②南海高野線「金剛」駅よりバスで約10分

TEL 072-236-8779
FAX 072-234-8674

松江　炎 月～金
当施設の新人研修は職員の個性やペースに合わせてゆっくりじっくり指導しています。相談や質問もしやすく、不安や心配
なく成長していただける環境づくりに配慮しています。
体験できる職種は主に介護職ですが、その他の職種についてもご希望がございましたらお問い合わせください。

448
(福）豊悠福祉会

特別養護老人ホーム　豊悠プラザ
特別養護老人ホーム

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
187-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2305
FAX 072-733-2303

権神(ゴンジ
ン）
滝本

随時 特別養護老人ホーム入所の方に携わる介護業務全般を体験していただきます。

448
(福）豊悠福祉会

デイサービスセンター　みずほ
デイサービス

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
187-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2305
FAX 072-733-2303

渡部(ワタナ
ベ）・滝本

随時 デイサービスセンターでの介護業務全般を体験していただきます。

448
(福）豊悠福祉会

ヘルパーステーション　豊悠プラザ
訪問介護

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
187-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2305
FAX 072-733-2303

尾野上・滝本 随時 訪問介護に携わる業務全般を体験していただきます。

448

(福）豊悠福祉会

障がい者福祉サービス事業所　ひま
わり

生活介護
就労継続支援B型

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
187-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2305
FAX 072-733-2303

東(アズマ）
滝本

随時 障がい者支援事業所で、利用者との関わりを大切に支援を行っています。

448
(福）豊悠福祉会

特別養護老人ホーム　祥雲館
介護老人保健施設

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
187-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2301
FAX 072-733-2303

滝本
深川

随時
特別養護老人ホーム入所の方に携わる介護業務全般を体験していただきます。　　昼食：施設で食事を準備します。（３５
０円実費必要）

448
(福）豊悠福祉会

ショートステイホーム　祥雲館
ショートステイ

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
36-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2301
FAX 072-733-2303

滝本
深川

随時 ショートステイホームでの介護業務全般を体験していただきます。　昼食：施設で食事を準備します。（３５０円実費必要）

448
(福）豊悠福祉会

グループホーム　祥雲館
グループホーム

豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
36-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2301
FAX 072-733-2303

滝本
深川

随時 グループホームでの介護業務全般を体験していただきます。昼食：施設で食事を準備します。（３５０円実費必要）

448

(福）豊悠福祉会

デイサービスセンター　祥雲館あじさ
い

デイサービス
豊能郡
豊能町

〒563-0101
豊能郡豊能町吉川
36-1

①能勢電鉄「妙見口」駅より徒歩約8分
TEL 072-733-2301
FAX 072-733-2303

滝本
深川

随時 デイサービスセンターでの介護業務全般を体験していただきます。　昼食：施設で食事を準備します。（３５０円実費必要）

448
(福）豊悠福祉会

デイホーム　祥雲館すみれ
デイサービス

豊能郡
豊能町

〒563-0104
豊能郡豊能町光風台
2-3-10

①阪急電鉄「川西能勢口」駅より能勢電鉄乗り換え
「光風台」駅下車 徒歩約10分

TEL 072-733-2301
FAX 072-733-2303

滝本
深川

随時
豊能町の住宅地の民家でのデイホームです。地域密着型・認知症対応の小規模デイです。「バリデーション」（認知症の方
への対応手法）を実施しながら、利用者が楽しく過ごしていただけるサービスを目指しています。まずは、利用者との関わ
りを体験してみませんか？

449
(福)嘉誠会

デイサービスセンターヴァンサンク
通所介護 大阪市

〒546-0013
大阪市東住吉区湯里
2-5-8

①近鉄南大阪線「針中野」駅より徒歩約10分
②地下鉄谷町線「駒川中野」駅より徒歩約15分

TEL 06-4302-3151
FAX 06-6704-2974

梶原　知代 随時

当施設では、職員の研修やスキルアップに力を入れ、新人職員には、先輩職員が場面ごとにその都度指導を実施してい
ます。
自己評価表などから、個人のモチベーションや職場環境の改善にも、つなげています。
経験や資格のない方も、お気軽にお申し込みください。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。

449

(福)嘉誠会

特別養護老人ホーム　ヴァンサンク
東住吉

特別養護老人ホーム 大阪市
〒546-0013
大阪市東住吉区湯里
5-13-5

①近鉄南大阪線「針中野」駅
TEL 06-6760-7011
FAX 06-6760-7012

施設長/岸本
育代

平日のみ
（8月・12月・1月

以外）

入所90床、短期10名、合計100床のユニット型特養です。平成23年5月に開設しました。ここに入居して良かったと心から
思って頂ける介護を目指し、運営しています。この職場体験でお会いできる日を楽しみにしています。

449

(福)嘉誠会

障がい者支援施設　ヴァンサンクの
郷

施設入所支援
生活介護
短期入所

大阪市
〒546-0024
大阪市東住吉区公園
南矢田3-13-22

①近鉄南大阪線「矢田」駅
TEL 06-6609-4510
FAX 06-6609-4511

施設長/金瀬
真弓

平日のみ
（12月・1月以外）

主に知的障がい者（18歳以上）の方が生活されています。ご利用者様の「いっぽ」スタッフの「一歩」、ともに歩み続け笑顔
あふれる生活環境・職場環境を目指しています。それぞれの障害特性に応じた専門的支援技術向上のため、外部研修や
施設内研修に力を入れています。体験に際して、希望・要望がありましたらお申し出ください。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】27/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8243+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E8%A6%8B%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%94/@34.5030066,135.5331392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d73818181ffd:0xe988e14346
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8243+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E8%A6%8B%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%94/@34.5030066,135.5331392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d73818181ffd:0xe988e14346
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8243+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E8%A6%8B%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%94/@34.5030066,135.5331392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d73818181ffd:0xe988e14346
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8243+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E8%A6%8B%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%94/@34.5030066,135.5331392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000d73818181ffd:0xe988e14346
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9118827,135.4454028,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0101+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%90%89%E5%B7%9D%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9164406,135.4447723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600058032e7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0104+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%85%89%E9%A2%A8%E5%8F%B0%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8992166,135.4354811,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0104+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%85%89%E9%A2%A8%E5%8F%B0%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8992166,135.4354811,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92563-0104+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E8%83%BD%E9%83%A1%E8%B1%8A%E8%83%BD%E7%94%BA%E5%85%89%E9%A2%A8%E5%8F%B0%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8992166,135.4354811,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6144015,135.5341392,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6144015,135.5341392,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6144015,135.5341392,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E9%87%8C%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%95+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/〒546-0024+大阪府大阪市東住吉区公園南矢田３丁目１３−２２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒546-0024+大阪府大阪市東住吉区公園南矢田３丁目１３−２２
https://www.google.co.jp/maps/place/〒546-0024+大阪府大阪市東住吉区公園南矢田３丁目１３−２２
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449

(福)嘉誠会

特別養護老人ホームヴァンサンクボ
ヌール

特別養護老人ホーム 大阪市
〒546-0024
大阪市東住吉区公園
南矢田3-21-4

①近鉄南大阪線「矢田」駅徒歩12分
TEL 06-6115-6720
FAX 06-6115-6752

山片　秀麿
9：00～16：00

（土・日・祝以外）
平成30年2月にオープンした特別養護老人ホームです。「特養ってなんだろう？」と思ってる方も、お気軽にお越しください。

456
(医)清水会

介護老人保健施設おひさま園
介護老人保健施設 大阪市

〒535-0021
大阪市旭区清水2-1-
21

①京阪本線「森小路」駅より徒歩7分
TEL 06-6952-0101
FAX 06-6957-0202

橋村　一也 随時
おひさま園では、看護や介護を必要としている方に明るい家庭的な環境の中で、かいぎゃリハビリを入所または通所リハ
ビリテーションの形で提供しております。在宅復帰に向けての支援を地域社会やご家族と密接に連携しながら行っていま
す。

456

(医)清水会

鶴見緑地病院　通所リハビリテー
ションセンター

通所リハビリテーション 守口市
〒570-0044
守口市南寺方南通3-
4-8

①Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅
TEL 06-6997-0121
FAX 06-6997-0163

村田　和子 平日のみ

利用者様はリハビリを第一目的にされています。個別リハビリだけの時間以外にもリハビリ療法士、相談員、介護職、看護
師、栄養士が一体となり、おひとりずつの身体状況に合わせて滞在中のすべての時間を生活リハビリとして過ごして頂け
るよう強い連携体制を持ってケア致します。
活気のある元気なデイケアです。

457
(福)清水福祉会

特別養護老人ホーム　旭さくら苑
特別養護老人ホーム 大阪市

〒535-0021
大阪市旭区清水3-
15-23

①Osaka Metro今里筋線「清水」駅より徒歩約3分
②京阪「千林」駅より徒歩約7分

TEL 06-6957-8008
FAX 06-6957-8009

菊野　和雄 随時
様々な情報等でイメージされている介護（施設）の実際の体験で実際の介護現場を肌で感じて頂きたい。具体的に何を体
験したいかを言って頂くのも良いと思っております。体験して頂き、様々な疑問点・イメージと違う点など施設側に対しても
ご意見を頂きたい。

457

(福)清水福祉会

特別養護老人ホーム　城東こすもす
苑

特別養護老人ホーム 大阪市
〒536-0016
大阪市城東区蒲生2-
2-38

①各線「京橋」駅より徒歩約7分
TEL 06-6933-2002
FAX 06-6933-2333

藤原　高志 随時
城東こすもす苑は平成23年9月にオープンしました全室個室のユニット型特養です。各線京橋駅もしくはOsaka Metro蒲生
4丁目駅からも徒歩10分以内にあり、交通の便の良い施設です。福祉のお仕事をするのが、当苑が初めてという職員も多
数おりますので丁寧に指導をいたします。気軽に、職場体験をしていただけます。

457
(福)清水福祉会

特別養護老人ホーム　鶴見緑地苑
特別養護老人ホーム 守口市

〒570-0032
守口市菊水通3-16-2

①京阪「西三荘」駅
②京阪・大阪モノレール「門真市」駅

TEL 06-6995-5005
FAX 06-6995-5225

飯島　滋弥 随時
当施設は平成２３年１１月に開所した、入所８７床（９ユニット）のユニット型施設です。「介護、福祉を通じ地域に貢献する」
を理念に地域に愛される施設を目指し、日々研鑽を重ねております。私たち職員と共に、高齢者の方々に、思いやりと尊
敬の気持ちを持ち、明るく元気に、真摯に介護に取り組んで頂ける方をお待ちしております。

457
(福)清水福祉会

有料老人ホーム　鶴見緑地
有料老人ホーム 守口市

〒570-0043
守口市南寺方東通1-
1-31

①Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅
TEL 06-6997-9009
FAX 06-6992-9009

富田　幸賢 随時

当有料老人ホームは２６年４月に開業致しました。特定施設入居者生活介護の指定を受けており介護保険適用の施設で
す。入居者様の自立を尊重し、残存機能の維持を図り、誇りを持って生活される援用を行い、施設を地域に開放する事で
地域住民の方々との融合出来る施設運営に努めます。業務内容に関しても、日々良い物をと改善しながら取組んでいる
毎日です。宜しくお願い致します。

457
(福)清水福祉会

ケアハウス　鶴見緑地
ケアハウス 守口市

〒570-0044
守口市南寺方南通3-
4-16

①Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅
TEL 06-6998-3003
FAX 06-6998-3001

住田　宏章 随時

当施設は「介護保険　特定施設入居者生活介護」の認可を受けております。入居者様には各種専門スタッフが力を合わ
せ、介護・医療の両面からの安心のサポート体制で、心から喜ばれる生活空間を提供しています。また関連医療機関に隣
接しているので、医療ニーズにも十分な対応が可能です。毎日を快適に過ごして頂ける、きめ細かい介護サービスを提供
し、「生きがい」を持つ喜びを感じて頂けるよう、真心を込めて取り組んでおります。

463

(福)愛和会

特別養護老人ホーム　豊中あいわ
苑

特別養護老人ホーム 豊中市
〒561-0872
豊中市寺内1-1-10

①北大阪急行「緑地公園」駅
TEL 06-6866-2941
FAX 06-6866-2950

文　純子 随時

特別養護老人ホーム豊中あいわ苑は、１００名のご高齢者が入所されています。特養は終の棲家とも言われますが、それ
ゆえに私たちは家庭的で温かな雰囲気を大切に、お一人おひとりに寄り添った、個別のケアを心がけ、その人らしい生活
を過ごすことができるよう支援します。日常生活のお世話、お話相手、レクリエーションやアクティビティのお手伝いなど、
ゆったりとした時間の中で高齢者の方との関わりができます。

463
(福)愛和会

介護老人保健施設　きんもくせい
介護老人保健施設 豊中市

〒561-0872
豊中市寺内1-1-10

①北大阪急行「緑地公園」駅
TEL 06-6866-2941
FAX 06-6866-2950

文　純子 随時

介護老人保健施設きんもくせいは、介護が必要なご高齢者さんの在宅復帰・在宅支援を行うための施設です。入所者の
皆さんは、在宅復帰を目指して日々リハビリテーションや日常生活の訓練に励んでおられます。また、入所中は季節の催
しやレクリエーションを通じて、生きがいや楽しみ作りを行っています。１日も早い在宅復帰に向けて一緒にリハビリテー
ションや療養生活のお手伝いをお願いします。

463
(福)愛和会

豊中あいわ苑デイサービスセンター
デイサービス 豊中市

〒561-0872
豊中市寺内1-1-10

①北大阪急行「緑地公園」駅
TEL 06-6866-2941
FAX 06-6866-2950

文　純子 随時
豊中あいわ苑デイサービスセンターは毎日４０名の高齢者の方々が通っておられます。利用者さん同士あるいは利用者さ
んと職員との交流を通して楽しく豊かな時間を過ごしながら、心身機能の維持向上を目指しています。カラオケや手芸な
ど、お一人ひとりに合った多彩なプログラムを提供しています。得意な趣味、一芸のある方大歓迎です。

463
(福)愛和会

多機能型事業所あすなろ

多機能型事業所
（生活介護・就労継続支援B
型）

豊中市
〒561-0872
豊中市寺内1-1-10

①北大阪急行「緑地公園」駅
TEL 06-6866-2941
FAX 06-6866-2950

文　純子 随時

障がい者施設あすなろ多機能型事業所は、一般就労が困難な障がい者のための福祉就労の施設です。製麺班（うど
ん）、印刷班、軽作業班、清掃班に分かれ、日々作業を行い、働く喜びを感じていただけるよう支援すると共に、一般就労
を目指し、作業能力、社会性を身につけられるよう指導しています。製麺班のあすなろ麺はモンドセレクション金賞受賞す
る等高い品質を誇っています。

463
(福)愛和会

障がい者施設　あすなろ生活介護
生活介護 豊中市

〒561-0872
豊中市寺内1-1-10

①北大阪急行「緑地公園」駅
TEL 06-6866-2941
FAX 06-6866-2950

文　純子 随時

障がい者施設あすなろ生活介護は重度の知的・身体障害者の方の通所施設で、毎日４０名の方が通って来られていま
す。身体機能や日常生活動作の維持・向上を図り、自立生活への支援を行っています。少人数のグループ単位で様々な
プログラムを実施しています。利用者さんは様々な障がいをお持ちで、１人１人個性豊かですが、一緒に健康的で笑顔あ
ふれる生活を送れるようお手伝い下さい。

463
(福)愛和会

障がい者施設　あすなろ短期入所
ショートステイ 豊中市

〒561-0872
豊中市寺内1-1-10

①北大阪急行「緑地公園」駅
TEL 06-6866-2941
FAX 06-6866-2950

文　純子 随時
短期入所施設あすなろは冠婚葬祭、お仕事や病気などで一時的にご家族の方がご家庭でお世話ができなくなった障がい
児・者の方を短期間お預かりする施設です。子どもから大人まで幅広い年齢層のご利用者さんがおられます。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】28/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8D%97%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6007929,135.5246132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dea70e2de131:0x1c5579728e5d0c3b!8m2!3d34.6008181!4d135.5267481
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8D%97%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6007929,135.5246132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dea70e2de131:0x1c5579728e5d0c3b!8m2!3d34.6008181!4d135.5267481
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0024+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8D%97%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6007929,135.5246132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000dea70e2de131:0x1c5579728e5d0c3b!8m2!3d34.6008181!4d135.5267481
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7206321,135.556433,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e10f220a13f1:0xd5a5e166d61b7736!8m2!3d34.7205858!4d135.5571103
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7206321,135.556433,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e10f220a13f1:0xd5a5e166d61b7736!8m2!3d34.7205858!4d135.5571103
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7206321,135.556433,19z/data=!4m5!3m4!1s0x6000e10f220a13f1:0xd5a5e166d61b7736!8m2!3d34.7205858!4d135.5571103
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7187044,135.5668623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7187044,135.5668623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98/@34.7187044,135.5668623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.7230261,135.5566158,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.7230261,135.5566158,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%93/@34.7230261,135.5566158,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%98+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%98+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%98+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E8%8F%8A%E6%B0%B4%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.729259,135.5761417,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E8%8F%8A%E6%B0%B4%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@34.729259,135.5761417,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x600
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E6%9D%B1%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%91+%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E6%9D%B1%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%91+%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0043+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E6%9D%B1%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%91+%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7183517,135.5664512,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7183517,135.5664512,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%AF%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7183517,135.5664512,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0872+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%AF%BA%E5%86%85%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7766209,135.4895649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e4d9f2f
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466
(同)美ノ倉

やすらぎの苑　中津

就労移行支援
就労継続支援B型

大阪市
〒531-0071
大阪市北区中津1-
18-8　2Ｆ

①Osaka Metro御堂筋線「中津」駅より徒歩約2分
②阪急「中津」駅より徒歩約6分

TEL 06-4256-6238
FAX 06-4256-6218

古本　美香 随時

人と人の和をとても大事にしている事業所で、皆さん明るく活気があります。10代～60代の男女が利用されており、基本的
には自立されておられる方が殆どですので、介助ではなく、支援を体験されたい方には、何かしら経験になるかと思いま
す。また、移行支援の中で、就労訓練以外にも、生産活動の場を提供していますので、二つ同時に体験頂けます。笑顔を
与えられる仕事と思いきや、たくさんの笑顔をもらえるお仕事です。来所されること、楽しみにしております。

467
(福)なにわの里

ライフサポートなにわ
障害者支援施設 羽曳野市

〒583-0857
羽曳野市誉田1772-1

①近鉄大阪線「大阪教育大前」駅
TEL 072-957-0470
FAX 072-957-0469

石塚　龍則 随時
羽曳野市・柏原市等南河内地域で知的障がい・発達障がいを持たれた子どもから大人までの支援を行っています。今回
の職場体験での受入事業所は、大人の方への施設入所支援および生活介護(日中活動支援）を行っている事業所です。
「一人ひとりの想いを大切に」をモットーとして真面目に取り組む当事業所を覗いてみませんか。

470
(NPO)精神障害者支援の会ヒット

むつみ工房
就労継続支援B型 大阪市

〒543-0002
大阪市天王寺区上汐
4-5-11　吉祥苑ﾏﾝｼｮ
ﾝ101・102号

①地下鉄「谷町九丁目」駅
TEL 06-6773-0418
FAX 06-6773-0418

川上　由香 随時

むつみ工房は、就労継続支援B型事業所として活動しており、弁当の製造・販売・配達といった作業を通じて、心に病を持
つ方々を中心に社会で働く訓練を行っています。アットホームな雰囲気で、一人一人がさまざまな目的・目標を持ち、自分
のペースに合わせて利用しています。地域に愛されるお弁当屋さんを目指して、みんなで工夫を凝らしながら、時には、レ
クレーション活動を行い、楽しみを見つけながら活動しています。

470
(NPO)精神障害者支援の会ヒット

あしすと
就労継続支援B型 大阪市

〒543-0021
大阪市天王寺区東高
津町4-16　ウエイブビ
ル1・2・3階

①近鉄「大阪上本町」駅
②地下鉄「谷町九丁目」駅

TEL 06-6191-7755
FAX 06-6191-7756

小日出　麗華 随時
精神障害者一人ひとりの個性に合わせ「働きたい」「充実した生活を送りたい」といった様々な思いを実現出来るよう支援
を行う事業所です。日中は主に軽作業や清掃作業を行っており、当事者の方がいきいきと活動しています。

470
(NPO)精神障害者支援の会ヒット

アトリエ・ＩＫ
生活介護 大阪市

〒544-0031
大阪市生野区鶴橋2-
18-11

①ＪＲ「鶴橋」駅
②近鉄「鶴橋」駅
③地下鉄「鶴橋」駅

TEL 06-6711-2235
FAX 06-6796-7031

正田　淳一 随時 アトリエは生活介護で、入浴介助・昼食会・モーニングサービス等のプログラムがあり、のんびり過ごす場所です。

470
(NPO)精神障害者支援の会ヒット

ゆめくらぶ
生活介護 大阪市

〒544-0034
大阪市生野区桃谷1-
13-1　新栄プロパ
ティー2Ｆ

①ＪＲ「桃谷」駅
TEL 06-7891-8084
FAX 06-7891-8084

大島　久美 随時

ゆめくらぶは精神障害者を中心とした生活介護事業所です。毎日、色々なプログラムを行い、生活にリズムや満足感を
持ってもらえることを目標にしています。また、金銭管理や入浴、送迎等のお手伝いもしています。就労を始める前に生活
や人間関係を上手にする練習をする方、長くがんばってきたけれど、体調が悪くなって少し休憩する方、年齢を重ねゆっく
り過ごしたいという方たちが利用しています。

474
(福)幸和会

グループホーム　ふるる
グループホーム 豊中市

〒561-0817
豊中市浜3-8-4

①地下鉄御堂筋線「江坂」駅
②阪急宝塚本線「庄内」駅

TEL 06-6336-8865
FAX 06-6336-8867

大谷　光明 随時
地域の高齢者と同じような生活を目指しています。家事や散歩、買い物、地域との交流、外出に力を入れております。ご入
居者、職員の笑顔が多い、楽しいグループホームです。ぜひ、一緒にご入居者の笑顔を引き出すケアや取り組みを行いま
しょう。

474
(福)幸和会

小規模多機能型居宅介護　ふるる
小規模多機能型居宅介護 豊中市

〒561-0817
豊中市浜3-8-4

①地下鉄御堂筋線「江坂」駅
②阪急宝塚本線「庄内」駅

TEL 06-6336-8865
FAX 06-6336-8867

大谷　光明 随時
利用者様と一緒に外出し、公園やショッピングモールへ行ったり、喫茶店にお茶をしに行ったりしますので、コミュニケー
ションを大いにとって頂きたく思います。楽しい職場ですので、一緒に頑張りましょう。

475
ダイキチレントオール(株)

ダイキチレントオール　介護事業部
福祉用具貸与事業 東大阪市

〒577-0024
東大阪市荒本西3-2-
4

①近鉄けいはんな線「荒本」駅より徒歩約8分
TEL 06-4306-3907
FAX 06-4306-3914

原　正好
年末・年始・4月
は不可

よく、福祉用具の業者は道具を貸すだけ！なんて言われることがありますが、我々はお客様が在宅で安心して暮らしてい
けるように、家の環境を整えるのが仕事です。本人様・ケアマネージャー様・家族様と打ち合わせし、適切な福祉用具を提
供し、暮らしやすい環境にすると、ご利用いただくお客様から感謝されることはもちろん、家族様にも心から賞賛されること
が沢山あります。やりがいは福祉の仕事で一番ありますよ！

486
(医)恒進會

介護老人保健施設　たるみの里
介護老人保健施設 吹田市

〒565-0803
吹田市新芦屋下27-8

①大阪モノレール「宇野辺」駅より徒歩約8分
②阪急バス「三保ヶ池ステーション前」

TEL 06-6878-7270
FAX 06-6878-7222

寒川　武敏 随時
職場体験では、老健施設の見学や、仕事の流れを体験していただきます。介護のお仕事は大変だと感じることも多々あり
ますが、利用者の方々とのコミュニケーションをとっていく中で、介護現場の雰囲気を感じ取り、介護のお仕事にご興味を
持っていただければと思います。

487

(福)わらしべ会

Haruかぐまち
生活介護 枚方市

〒573-0102
枚方市長尾家具町2-
5-13

①ＪＲ学研都市線「長尾」駅より徒歩10分
②京阪「くずは」駅より
京阪バス「家具町2丁目」下車

TEL 072-380-2364
FAX 072-380-4056

横山　ちあき 随時

Haru(はる)かぐまちは、社会福祉法人わらしべ会が運営する障害のある方の日中活動の事業所です。
主に車いすの身体障害の方を送迎車でお迎えし、畑仕事をしたり、竹細工、店頭販売、風船バレー、カラオケ大会などをし
ています。利用者の方の年齢層は18歳から70代の方です。
笑いの絶えないHaru(はる)かぐまちで、一緒に楽しく過ごしませんか。

487

(福)わらしべ会

障害者支援施設
わらしべ園

障がい者支援施設 枚方市
〒573-0103
枚方市長尾荒阪2-
3545

①JR学研都市線「長尾」駅より徒歩約15分
TEL 072-850-5507
FAX 072-850-5648

辻　和也 随時

障害者支援施設わらしべ園は､主に身体の障がいのあるかた40名が入所し､昼間は紙すき､パソコン､運動､和太鼓､柔道
などのプログラムをされています。外出､旅行の支援にも力を入れ､ホームページに掲載している広報誌でもその様子をご
覧いただけます。職員は利用者の支援を通じて､生活の介助だけでなく､ケースワーク､福祉用具の活用､地域支援などを
学びます。介護福祉士､社会福祉士などの資格取得に対する指導も行っています。

487
(福)わらしべ会

サービスセンター･わらしべ

居宅介護
移動支援

枚方市
〒573-0164
枚方市長尾谷町1-
101-1

①ＪＲ学研都市線「長尾」駅より
京阪バス「西長尾」下車 徒歩1分

TEL 072-807-3681
FAX 072-868-3305

内田　淳一 随時
サービスセンター・わらしべは、社会福祉法人わらしべ会が運営するホームヘルプ、ガイドヘルプの部門です。
障害のある人のご自宅へ伺い、調理や掃除などの家事援助、食事介助、入浴介助などを行います。
ヘルパーという仕事の体験を通して、障害者がどのような生活をされているかを見ていただく機会になればと思います。

489
パナソニック(健保）

松下介護老人保健施設　はーとぴあ
介護老人保健施設 守口市

〒570-8540
守口市外島町5-55

①京阪「守口市」駅より徒歩約15分
②地下鉄谷町線「守口」駅 徒歩約10分

TEL 06-6992-8131
FAX 06-6992-8101

河野(カワノ） 随時

松下介護老人保健施設はーとぴあでは、「人に優しく、心に温かく、体に活力を！」を基本コンセプトに、老人施設本来の
役割である、高齢者が住み慣れた地域・ご自宅で少しでも長く過ごしていただけるように「在宅生活へ復帰するための支
援」、「在宅生活を続けるための支援」に力を入れています。明るくあたたかい職場で私たちと一緒に働きませんか？お待
ちしております★

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】29/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）
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https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E6%B1%90%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.6627872,135.5138899,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E6%B1%90%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.6627872,135.5138899,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E6%B1%90%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.6627872,135.5138899,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%B4%A5%E7%94%BA%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6677893,135.5215961,18z/data=!4m5!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%B4%A5%E7%94%BA%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6677893,135.5215961,18z/data=!4m5!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%B4%A5%E7%94%BA%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6677893,135.5215961,18z/data=!4m5!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92543-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%B4%A5%E7%94%BA%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95/@34.6677893,135.5215961,18z/data=!4m5!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E6%A9%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.6624098,135.5306301,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E6%A9%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.6624098,135.5306301,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E6%A9%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.6624098,135.5306301,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0817+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%B5%9C%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.7573008,135.4782774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e51bad2687e1:0x6690b919d5
https://www.google.co.jp/maps/place/〒577-0024+大阪府東大阪市荒本西３丁目２−４
https://www.google.co.jp/maps/place/〒577-0024+大阪府東大阪市荒本西３丁目２−４
https://www.google.co.jp/maps/place/〒577-0024+大阪府東大阪市荒本西３丁目２−４
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%96%B0%E8%8A%A6%E5%B1%8B%E4%B8%8B%EF%BC%92%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%98/@34.8030642,135.5501178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e33b1f7895a7:0x5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%96%B0%E8%8A%A6%E5%B1%8B%E4%B8%8B%EF%BC%92%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%98/@34.8030642,135.5501178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e33b1f7895a7:0x5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%AE%B6%E5%85%B7%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8435265,135.7060498,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%AE%B6%E5%85%B7%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8435265,135.7060498,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0102+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%AE%B6%E5%85%B7%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.8435265,135.7060498,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%8D%92%E9%98%AA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%94%EF%BC%95/@34.8351643,135.7099498,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%8D%92%E9%98%AA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%94%EF%BC%95/@34.8351643,135.7099498,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0103+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%8D%92%E9%98%AA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%94%EF%BC%95/@34.8351643,135.7099498,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0164+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%B0%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8333658,135.6968925,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0164+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%B0%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8333658,135.6968925,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0164+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%B0%B7%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.8333658,135.6968925,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0096+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%A4%96%E5%B3%B6%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.7436278,135.5605676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e17f54dab18f:0xd5b300c6cc
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0096+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E5%A4%96%E5%B3%B6%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%95/@34.7436278,135.5605676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e17f54dab18f:0xd5b300c6cc
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491

(福)あかつき福祉会

箕面市立障害者福祉センターささゆ
り園

生活介護 箕面市
〒562-0003
箕面市西小路3-9-9

①阪急箕面線「牧落」駅より徒歩約15分
TEL 072-724-2940
FAX 072-724-2940

家村 随時

障害のある方やそのご家族、ボランティアグループなどが住み慣れた地域のなかで自由に交流し、文化活動などを行う拠
点として利用されている市立施設です。現在、ささゆり園では、医療的ケアを含む重度重複障害のある方の日中活動を支
える「生活介護事業」を中心に、「園管理運営事業」、「放課後教室」、「施設入浴サービス」の4つの事業を運営していま
す。少しでも興味をもったあなた、お気軽にご連絡下さい。

491

(福)あかつき福祉会

箕面市立あかつき園・ワークセン
ターささゆり

生活介護
就労継続支援B型

箕面市
〒562-0045
箕面市瀬川3-3-21

①阪急宝塚線「石橋」駅より徒歩約8分
TEL 072-722-6041
FAX 072-722-6146

古川 随時
「働くこと」や「楽しむこと」など、いろいろな日中活動をとおして、自分らしく活動することを支援しています。利用者の皆さん
と信頼関係を築いていくことが醍醐味であり、やり甲斐です。経験は問いません。百聞は一見に如かず。是非、体験して下
さい。きっとあなたも、この魅力に引き込まれると思います。

491
(福)あかつき福祉会

わんすてっぷ
生活介護 箕面市

〒562-0045
箕面市瀬川3-3-21

①阪急宝塚線「石橋」駅より徒歩約8分
TEL 072-722-3318
FAX 072-725-2177

白樫 随時

「障害」「介護」から、何をイメージされますか。「よく分からない」「難しい」「しんどい」「やりがいがある」など。「知らない」こと
で、障害のある方を傷つけたり、傷つけられることがあるかもしれません。体験を通じて、「障害」「障害のある人」や「障害
のある人の支援」について考え、視野を広げてみませんか。それは、あなたにとって必ずプラスになると思いますよ。あな
たの一歩をお待ちしています。

492
(株)ケア21

たのしい家きかわ
デイサービスセンター 大阪市

〒532-0012
大阪市淀川区木川東
1-10-32

①地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅
②阪急各線「十三」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家木川東
グループホーム 大阪市

〒532-0012
大阪市淀川区木川東
1-5-13

①地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅
②阪急各線「十三」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

ケア21淀川
訪問介護 大阪市

〒532-0025
大阪市淀川区新北野
3-9-10　エコービル1
階

①阪急各線「十三」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家よどがわ
デイサービスセンター 大阪市

〒532-0028
大阪市淀川区十三元
今里1-9-6

①阪急各線「十三」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家瑞光
グループホーム 大阪市

〒533-0005
大阪市東淀川区瑞光
2-8-15

①阪急京都線「上新庄」駅
②地下鉄今里筋線「瑞光四丁目」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしいディずいこう
デイサービスセンター 大阪市

〒533-0005
大阪市東淀川区瑞光
2-8-15

①阪急京都線「上新庄」駅
②地下鉄今里筋線「瑞光四丁目」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家東淀川相川
グループホーム 大阪市

〒533-0007
大阪市東淀川区相川
2-4-2

①阪急京都線「相川」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしいディとよさと
デイサービスセンター 大阪市

〒533-0012
大阪市東淀川区大道
南3-2-14

①地下鉄今里筋線「だいどう豊里」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

プレザンメゾン東淀川大隅
介護付き有料老人ホーム 大阪市

〒533-0015
大阪市東淀川区大隅
1-3-29

①阪急京都線「上新庄」駅より徒歩約7分
②地下鉄今里筋線「だいどう豊里」駅より徒歩約8分

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
入居者様60名定員の介護付き有料老人ホームです。”人を大事に人を育てる”の経営理念を実践し、ご利用者様への最
高のサービスを提供しています。事業所の雰囲気がいいので、安心して職場体験していただける環境があります。

492
(株)ケア21

ケア21東淀川
訪問介護 大阪市

〒533-0021
大阪市東淀川区下新
庄4-21C-101

①阪急千里線「下新庄」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

ケア21都島
訪問介護 大阪市

〒534-0021
大阪市都島区都島本
通3-13-28

①地下鉄谷町線「都島」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】30/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%B0%8F%E8%B7%AF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%99/@34.8284789,135.4699518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa411fe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%B0%8F%E8%B7%AF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%99/@34.8284789,135.4699518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa411fe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E5%B8%82%E7%AB%8B%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E5%9C%92/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E5%B8%82%E7%AB%8B%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E5%9C%92/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E5%B8%82%E7%AB%8B%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E5%9C%92/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E7%80%AC%E5%B7%9D%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91+%E5%B8%82%E7%AB%8B%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E5%9C%92/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.7232857,135.4903
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.7232857,135.4903
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92/@34.7232857,135.4903
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B7%9D%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%8C%97%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7151666,135.4725399,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%8C%97%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7151666,135.4725399,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%8C%97%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7151666,135.4725399,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0025+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%8C%97%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7151666,135.4725399,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%85%83%E4%BB%8A%E9%87%8C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%96/@34.7169248,135.4731
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%85%83%E4%BB%8A%E9%87%8C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%96/@34.7169248,135.4731
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%85%83%E4%BB%8A%E9%87%8C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%96/@34.7169248,135.4731
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%91%9E%E5%85%89%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%91%9E%E5%85%89%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%91%9E%E5%85%89%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%91%9E%E5%85%89%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%91%9E%E5%85%89%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%91%9E%E5%85%89%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0007+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%9B%B8%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92/@34.756741,135.5320784,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0007+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%9B%B8%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92/@34.756741,135.5320784,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0007+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%9B%B8%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92/@34.756741,135.5320784,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7424777,135.5445
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7424777,135.5445
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92533-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%8D%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.7424777,135.5445
https://www.google.co.jp/maps/place/〒533-0015+大阪府大阪市東淀川区大隅１丁目３−２９
https://www.google.co.jp/maps/place/〒533-0015+大阪府大阪市東淀川区大隅１丁目３−２９
https://www.google.co.jp/maps/place/〒533-0015+大阪府大阪市東淀川区大隅１丁目３−２９
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'55.4%22N+135%C2%B031'07.7%22E/@34.748711,135.5166063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.748711!4d135.518795
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'55.4%22N+135%C2%B031'07.7%22E/@34.748711,135.5166063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.748711!4d135.518795
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'55.4%22N+135%C2%B031'07.7%22E/@34.748711,135.5166063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.748711!4d135.518795
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@34.7074996
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@34.7074996
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92534-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%83%BD%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E9%83%BD%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E9%80%9A%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@34.7074996
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492
(株)ケア21

ケア21城東
訪問介護 大阪市

〒536-0016
大阪市城東区蒲生3-
15-8　ツインパレス2
階

①地下鉄長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

プレザンメゾン深江橋
介護付き有料老人ホーム 大阪市

〒537-0003
大阪市東成区神路2-
4-22

①地下鉄中央線「深江橋」駅より徒歩約15分
TEL 06-6456-5615
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
平成24年にオープンし、4年目を迎える介護付有料老人ホームです。“人を大事にし人を育てる”の経営理念を実践してい
るアットホームな事業所です。スタッフ同士、認め合い褒め合いながら、ご利用者様へ最高のサービスを提供しています。
事業所の雰囲気が良いので、安心して職場体験していただける環境があります。

492
(株)ケア21

たのしい家ときわ
デイサービスセンター 大阪市

〒540-0028
大阪市中央区常盤町
2-3-16

①地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅
②地下鉄中央線・堺筋線「堺筋本町」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

プレザンメゾン阿倍野
介護付き有料老人ホーム 大阪市

〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎
町2-9-24

①JR「天王寺」駅より徒歩約8分
②地下鉄谷町線「阿倍野」駅1番出口より徒歩約4分
③近鉄「大阪阿部野橋」駅5番松崎口より徒歩約5分

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
平成27年オープンしました。入居者様60名定員の介護付き有料老人ホームです。“人を大事に人を育てる”の経営理念を
実践し、ご利用者様への最高のサービスを提供しています。事業所の雰囲気がいいので、安心して職場体験していただけ
る環境があります。

492
(株)ケア21

たのしいディたなべ
デイサービスセンター 大阪市

〒546-0031
大阪市東住吉区田辺
2-11-43

①地下鉄谷町線「田辺」駅
②近鉄南大阪線「今川」駅
③JR阪和線「南田辺」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家大正
グループホーム 大阪市

〒551-0012
大阪市大正区平尾3-
14-8

①JR環状線「大正」駅より大阪市営バス「鶴町四丁
目」行「平尾」下車

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

プレザンメゾン大正泉尾
有料老人ホーム(介護付き） 大阪市

〒551-0031
大阪市大正区泉尾1-
18-1

①JR環状線「大正」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

プレザンメゾン此花高見
介護付き有料老人ホーム 大阪市

〒554-0001
大阪市此花区高見2-
7-3

①阪神なんば線「千鳥橋」「伝法」駅より
徒歩約7分

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
入居者様45名定員の介護付き有料老人ホームです。“人を大事に人を育てる”の経営理念を実践し、ご利用者様への最
高のサービスを提供しています。事業所の雰囲気がいいので、安心して職場体験していただける環境があります。

492
(株)ケア21

たのしい家西九条

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒554-0012
大阪市此花区西九条
3-4-73

①阪神・JR「西九条」駅より徒歩約5分
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
“人を大事に人を育てる”の経営理念を実践しアットホームな事業所です。スタッフ同士、認め合い褒め合いながらご利用
者様へ最高のサービスを提供しています。認め合い褒め合う環境なので離職率も低いです。事業所の雰囲気がいいの
で、安心して職場体験して頂ける環境があります。

492
(株)ケア21

プレザンメゾン箕面
有料老人ホーム(介護付き） 箕面市

〒562-0044
箕面市半町3-14-10

①阪急箕面線「桜井」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家四條畷
グループホーム 四條畷市

〒575-0035
四條畷市雁屋北町
15-16

①JR学研都市線「四條畷」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

ケア21守口
訪問介護 守口市

〒570-0083
守口市京阪本通1-3-
2　新近藤ビル4F

①地下鉄谷町線「太子橋今市」駅
②京阪本線「土居」駅

TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家八戸ノ里
グループホーム 東大阪市

〒577-0803
東大阪市下小阪4-4-
13

①近鉄奈良線「八戸ノ里」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。　明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

492
(株)ケア21

たのしい家藤井寺
グループホーム 藤井寺市

〒583-0005
藤井寺市惣社1-10-7

①近鉄南大阪線「土師ノ里」駅
TEL 06-6456-5635
FAX 06-6456-5642

松岡　理香子 随時
ケア21は、人を大事にし、人を育てる会社です！年間300以上の研修プログラムをはじめとし笑いを大切にする社風、人の
良いところを見つける「ありがとうほめカード」など、個人の可能性を引き出せる教育をしています。明るく・元気に・たのし
く・逞しい人。ご利用者の気持ちを真摯に受け止め、誠意あるサービスが提供できる人を求めます。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】31/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6999726,135.5409178,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6999726,135.5409178,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6999726,135.5409178,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E8%92%B2%E7%94%9F%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%98/@34.6999726,135.5409178,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%A5%9E%E8%B7%AF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.6755922,135.5512311,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%A5%9E%E8%B7%AF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.6755922,135.5512311,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%A5%9E%E8%B7%AF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.6755922,135.5512311,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%B8%B8%E7%9B%A4%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6822991,135.5098564,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%B8%B8%E7%9B%A4%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6822991,135.5098564,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92540-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%B8%B8%E7%9B%A4%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.6822991,135.5098564,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/〒545-0053+大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目９−２４
https://www.google.co.jp/maps/place/〒545-0053+大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目９−２４
https://www.google.co.jp/maps/place/〒545-0053+大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目９−２４
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%94%B0%E8%BE%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93+%E3%83%87%E3%82%A4%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%94%B0%E8%BE%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93+%E3%83%87%E3%82%A4%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%94%B0%E8%BE%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%93+%E3%83%87%E3%82%A4%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98+%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%84%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98+%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%84%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%98+%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%84%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E6%B3%89%E5%B0%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E6%B3%89%E5%B0%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92551-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%8C%BA%E6%B3%89%E5%B0%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E9%AB%98%E8%A6%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BB%98%E6%9C%89%E6%96%99%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E9%AB%98%E8%A6%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BB%98%E6%9C%89%E6%96%99%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0001+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E9%AB%98%E8%A6%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BB%98%E6%9C%89%E6%96%99%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97%EF%BC%93/@34.6848423,135.4660605,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97%EF%BC%93/@34.6848423,135.4660605,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92554-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%AD%A4%E8%8A%B1%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97%EF%BC%93/@34.6848423,135.4660605,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E5%8D%8A%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8138497,135.4565253,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fa7ad0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92562-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82%E5%8D%8A%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.8138497,135.4565253,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6000fa7ad0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E9%9B%81%E5%B1%8B%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E9%9B%81%E5%B1%8B%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92575-0035+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82%E9%9B%81%E5%B1%8B%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E4%BA%AC%E9%98%AA%E6%9C%AC%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@34.7317725,135.5539411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E4%BA%AC%E9%98%AA%E6%9C%AC%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@34.7317725,135.5539411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92570-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AE%88%E5%8F%A3%E5%B8%82%E4%BA%AC%E9%98%AA%E6%9C%AC%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@34.7317725,135.5539411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.6614003,135.5885305,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.6614003,135.5885305,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0803+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%8B%E5%B0%8F%E9%98%AA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93/@34.6614003,135.5885305,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E6%83%A3%E7%A4%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%97+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92583-0005+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%97%A4%E4%BA%95%E5%AF%BA%E5%B8%82%E6%83%A3%E7%A4%BE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%97+%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
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493
(福)のぞみ

ケアハウス古江台ホールひまわり
ケアハウス 池田市

〒563-0015
池田市古江町18-10

①能勢電鉄「鼓滝」駅より約500m (送迎バスあり）
②阪急バス「中川原」バス下車 約500m

TEL 072-754-0601
FAX 072-754-5678

赤木　祐介 随時

ケアハウスは、住まいとしてご入居者様が自ら選択し自らの時間を有意義に送れる「生活支援施設」と、終の棲家としてご
入居者様の加齢を真摯に捉え、人生の最期まで支える「特定施設」と２つの役割を担う事業所です。ご入居者様の生活、
人生の中で大切にされてきた事を継続し、日常生活の中で当たり前に「できる」喜びを感じていただくために全職員と一緒
に気づき、心動かして考えた介護・支援に取り組んでいます。

493

(福)のぞみ

特別養護老人ホーム　古江台ホー
ル

特別養護老人ホーム 池田市
〒563-0015
池田市古江町18-2

①能勢電鉄「鼓滝」駅より約500m (送迎バスあり）
②阪急バス「中川原」バス下車 約500m

TEL 072-754-6541
FAX 072-754-5678

西久保　孝子 随時

古江台ホールでのお仕事は、「ありふれた日常生活」をお手伝いすることです。では、「ありふれた日常」とは何でしょう？
例えば、「ひとりでお風呂に入りたい」「趣味や好きな事を続けたい」「好きな時間に食事がしたい」「時には外出したい」　生
活の中で誰もが抱く当たり前の思いを実現するためには、それを可能にするための「環境」と「人」が必要です。「環境」は
既にあります。あなたも一緒にその「人」になりませんか。

493
(福)のぞみ

古江台ホールデイサービスセンター
デイサービスセンター 池田市

〒563-0015
池田市古江町18-2

①能勢電鉄「鼓滝」駅より約500m (送迎バスあり）
②阪急バス「中川原」バス下車 約500m

TEL 072-754-6541
FAX 072-754-5678

渡部　彰太
月～土

（1月1日～3日
以外）

利用者様の笑顔を引き出すことが一番大切な業務で、職員同士が助け合うチームワークの求められる部署です。送迎業
務、入浴介助、機能訓練、レクリエーションと決まった業務がありますが、利用者様からの希望があれば一日の流れを変
更して極力たくさんの希望を叶えます。季節ごとの外出行事やイベントの企画などを職員全員で相談し、決めていきます。
毎日に変化があり、職員も笑顔で働ける職場です。

496
(医)六三会

介護老人保健施設　さやまの里
介護老人保健施設

大阪狭山
市

〒589-0032
大阪狭山市岩室2-
185-11

①南海高野線「金剛」駅よりバス約10分 徒歩約5分
②泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅よりバス約10分 徒歩約
5分

TEL 072-365-5878
FAX 072-365-4011

林　恭行 随時
当施設には幅広い年齢層・多数の専門職員がおり、日々のコミュニケーションも図れているため、すぐに馴染む事ができる
職場です。また、実務経験が無くても先輩職員からのサポート体制も充実しており、安心して働ける環境です。関心を持っ
て頂いた方は、是非一度お越しください。

504
(福)ふれあい共生会

特別養護老人ホーム花嵐（からん）
特別養護老人ホーム 大阪市

〒546-0023
大阪市東住吉区矢田
6-8-7

①近鉄南大阪線「矢田」駅より南へ徒歩約7分
TEL 06-6699-1900
FAX 06-6699-1990

杉谷　直樹 随時
特別養護老人ホーム花嵐は、地域と共に20年歩んできた入所施設です。150床のベッドがあり、24時間365日介護が必要
な高齢の方々をケアしています。歴史があるので、職場環境が整っていて、長く働き続けられる施設です。是非、ご利用者
と職員の笑顔を見に来てください。

504
(福)ふれあい共生会

デイサービスセンター花嵐（からん）
デイサービスセンター 大阪市

〒546-0023
大阪市東住吉区矢田
6-8-7

①近鉄南大阪線「矢田」駅より南へ徒歩約7分
TEL 06-6699-1900
FAX 06-6699-1990

杉谷　直樹 随時
デイサービスセンター花嵐は、65歳以上で要介護、要支援認定を受けられた方を対象とした通所介護施設です。 ご利用
者の笑顔を大切にしており、ご利用者自身が中心となって日中活動を作り上げることを大切にしています。是非、ご利用者
と職員の笑顔を見に来てください。

504
(福)ふれあい共生会

もくれんホオノキ（生活介護）

障害者通所介護施設
（三障害対応）

大阪市
〒546-0023
大阪市東住吉区矢田
6-8-7

①近鉄南大阪線「矢田」駅より南へ徒歩約7分
TEL 06-6699-1900
FAX 06-6699-1990

杉谷　直樹 随時
地域活動支援センターもくれん 生活介護は、障がい支援区分「3」～「6」の方（50歳以上の方は「2以上」）日常生活に置い
て、常時介護を必要としている方を対象とした通所介護施設です。ご利用者の笑顔を大切にしており、ご利用者自身が中
心となって日中活動を作り上げることを大切にしています。是非、ご利用者と職員の笑顔を見に来てください。

507

(NPO)アクティブネットワーク

アクティブネットワークデイサービス
センター

デイサービスセンター 茨木市
〒567-0819
茨木市片桐町11-16

①阪急京都線「茨木市」駅より徒歩約10分
TEL 072-626-0911
FAX 072-626-0922

中谷 随時
アクティブネットワークデイサービスセンターでは機能訓練を中心とした短時間のデイサービスを行っています。レッドコード
やリハビリマシーンによる機能回復の向上や理学療法士・作業療法士といったセラピストによる個別機能訓練にも力を入
れています。

512

(一財）豊中市医療保健センター

豊中市立介護老人保健施設かがや
き

介護老人保健施設 豊中市
〒560-0044
豊中市刀根山元町5-
60

①大阪モノレール「柴原」駅より徒歩約2分
TEL 06-6850-3400
FAX 06-6850-9700

市村　寿子
月～金

9：00～17：00

“こころ豊かなかがやきのある生活”を支援することを理念に、かがやきでは入所、ショートステイ、デイケアのサービスを提
供しています。在宅強化型施設として、高齢者が住み慣れた地域で自分らしくあり続けるためのサポートをします。入所者
主体の園芸活動、認知症進行予防のためのレクリエーション、また毎日行う足浴は、リラクゼーションタイムになり浮腫や
白癬の軽減を図ります。利用者の笑顔で元気をいただいている施設です。

512

(一財）豊中市医療保健センター

豊中市立介護老人保健施設かがや
き

ショートステイ 豊中市
〒560-0044
豊中市刀根山元町5-
60

①大阪モノレール「柴原」駅より徒歩約2分
TEL 06-6850-3400
FAX 06-6850-9700

市村　寿子
月～金

9：00～17：00

“こころ豊かなかがやきのある生活”を支援することを理念に、かがやきでは入所、ショートステイ、デイケアのサービスを提
供しています。在宅強化型施設として、高齢者が住み慣れた地域で自分らしくあり続けるためのサポートをします。入所者
主体の園芸活動、認知症進行予防のためのレクリエーション、また毎日行う足浴は、リラクゼーションタイムになり浮腫や
白癬の軽減を図ります。利用者の笑顔で元気をいただいている施設です。

512

(一財）豊中市医療保健センター

豊中市立介護老人保健施設かがや
き

通所リハビリテーション 豊中市
〒560-0044
豊中市刀根山元町5-
60

①大阪モノレール「柴原」駅より徒歩約2分
TEL 06-6850-3400
FAX 06-6850-9700

岡野　千代美
月～金

9：00～17：00

“こころ豊かなかがやきのある生活”を支援することを理念に、かがやきでは入所、ショートステイ、デイケアのサービスを提
供しています。在宅強化型施設として、高齢者が住み慣れた地域で自分らしくあり続けるためのサポートをします。入所者
主体の園芸活動、認知症進行予防のためのレクリエーション、また毎日行う足浴は、リラクゼーションタイムになり浮腫や
白癬の軽減を図ります。利用者の笑顔で元気をいただいている施設です。

531
三和機電工業(株)

デイサービス宿院
通所介護 堺市

〒590-0955
堺市堺区宿院町東1-
1-13

①阪堺電車「宿院」駅より南東へ徒歩約2分
TEL 072-282-6813
FAX 072-222-6356

河野　丈美 随時
地域密着型のデイサービスです。
利用者様に、ほんのひとときでも楽しい時間を過ごして頂く為に、私たちと一緒に寄り添う支援をしてみませんか？
ステキな笑顔に出会えますよ！

531
三和機電工業(株)

介護支援グループさんらい
訪問介護 堺市

〒590-0955
堺市堺区宿院町東2-
2-15　さんらいビル

①阪堺電車「宿院」駅より南東へ徒歩約2分
TEL 072-282-6813
FAX 072-222-6356

河野　丈美 随時
人生の大先輩である利用者様に接する体験は、とても貴重で素敵な時間です。
経験豊富な元気いっぱいのスタッフと、良い体験をしてみませんか？
親切なアドバイスも盛りだくさん！！

534
(福)諭心会

豊中千寿園
特別養護老人ホーム 豊中市

〒560-0003
豊中市東豊中町6-
10-47

①Osaka Metro御堂筋線「桃山台」駅よりバス約10
分 徒歩約3分
②阪急宝塚線「豊中」駅よりバス約10分 徒歩約3分

TEL 06-6857-0886
FAX 06-6857-0887

濱口　典俊 随時

当施設は豊中市の東に位置し、住宅街の真ん中にあり、周りの住宅（マンションや市営住宅）群に溶け込んだ静かでゆったりとし
た4階建てのマンションタイプの施設です。職員は老若男女がそれぞれの働き方の中で、入居されている方々のお世話をしていま
す。資格が無くても、経験が無くても明るくて前向きの気持ちが有れば働きながら学べる制度や、専門職としての研修も多く取り入
れ、働く皆が真鍋、切磋琢磨する環境を創ってきました。運営主体の社会福祉法人の母体は病院の経営もし、医療と介護の両輪
で地域に貢献できるよう頑張っています。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】32/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B051'10.6%22N+135%C2%B025'37.6%22E/@34.8529354,135.4249213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.852931!4d135.42711
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B051'10.6%22N+135%C2%B025'37.6%22E/@34.8529354,135.4249213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.852931!4d135.42711
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B051'12.1%22N+135%C2%B025'38.1%22E/@34.853373,135.4250663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.853373!4d135.427255
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B051'12.1%22N+135%C2%B025'38.1%22E/@34.853373,135.4250663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.853373!4d135.427255
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B051'12.1%22N+135%C2%B025'38.1%22E/@34.853373,135.4250663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.853373!4d135.427255
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B051'12.1%22N+135%C2%B025'38.1%22E/@34.853373,135.4250663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.853373!4d135.427255
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92589-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%B2%A9%E5%AE%A4%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5036759,135.5380776,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92589-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%B2%A9%E5%AE%A4%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5036759,135.5380776,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92589-0032+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%B2%A9%E5%AE%A4%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.5036759,135.5380776,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92546-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E7%9F%A2%E7%94%B0%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%97/@34.602329,135.5299813,17z/data=!3m1!4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0819+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E7%89%87%E6%A1%90%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.8217381,135.570196,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e2cd7d89be55:0xb5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92567-0819+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82%E7%89%87%E6%A1%90%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.8217381,135.570196,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e2cd7d89be55:0xb5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%88%80%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%96%EF%BC%90/@34.7995692,135.4568198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fa8563a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0955+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%AE%BF%E9%99%A2%E7%94%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E4%B8%89%E5%92%8C%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E5%B7%A5%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0955+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%AE%BF%E9%99%A2%E7%94%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E4%B8%89%E5%92%8C%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E5%B7%A5%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0955+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E5%A0%BA%E5%8C%BA%E5%AE%BF%E9%99%A2%E7%94%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93+%E4%B8%89%E5%92%8C%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E5%B7%A5%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B034'27.6%22N+135%C2%B028'20.2%22E/@34.574324,135.4700813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.574324!4d135.47227
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B034'27.6%22N+135%C2%B028'20.2%22E/@34.574324,135.4700813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.574324!4d135.47227
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B034'27.6%22N+135%C2%B028'20.2%22E/@34.574324,135.4700813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.574324!4d135.47227
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%97+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%97+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92560-0003+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E7%94%BA%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%97+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%25E
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535
(福)功徳会

特別養護老人ホーム にちげつの光
特別養護老人ホーム 大阪市

〒557-0004
大阪市西成区萩之茶
屋1-2-5

①ＪＲ・南海線「新今宮」駅より徒歩約1分
②地下鉄「動物園前」駅より徒歩約1分

TEL 06-6633-1680
FAX 06-6633-1658

矢島 繁一 随時
ユニットケアの入居者の生活を主体とした施設です。
一人一人の個性と居場所を大切にしています。

537
(福)ばなな

モンキーばなな

生活介護
就労継続支援B型

堺市

〒593-8301
堺市西区上野芝町2-
7-3　西友楽市上野芝
2階

①ＪＲ阪和線「上野芝」駅より徒歩約5～10分
TEL 072-281-3301
FAX 072-281-3301

植林　保寿
火～金

10：00～16：00

毎日、利用者が安全に、安心して過ごしていただけるように、日々、利用者に対してどのように関わっていくかを職員間で
話し合いながら支援にあたっています。利用者の皆様はとても明るく、笑いの絶えない事業所です。主な作業は線香の下
請け作業で、その他にトールペイント商品やビーズ商品を作る作業にも取り組んでいます。福祉の仕事の現場を見てみた
いと思われた方は、気軽にお問い合わせください。

537
(福)ばなな

サポートセンター　はなのこみち
グループホーム 堺市

〒599-8273
堺市中区深井清水町
3488-1

①泉北高速鉄道線「深井」駅より徒歩約10分
TEL 072-277-2163
FAX 072-277-2167

白井　隆司
平日

16：00～20：00

障害を持った方が、地域の中の小集団生活でも自分らしい生活を過ごしていただけるように、希望される生活に必要な支
援を職員が統一し、個別対応をしています。現在、働いている職員のほとんどは、支援に関しては、正直きついと思うこと
を1日に1度は、感じています。しかし、勤務年数は、のびています。それは、支援に携わっていて、いろんな場面で、うれし
く思える瞬間があるからです。このメッセージで、自分の可能性を見つけるきっかけと思われた方は、ぜひ、私たちと一緒
に働いてみませんか？

537
(福)ばなな

サニー・サイト

生活介護
就労継続支援B型

堺市
〒599-8273
堺市中区深井清水町
3650-1

①泉北高速鉄道線「深井」駅より徒歩約15分
TEL 072-281-3359
FAX 072-275-6250

松本　三貴 12月以外
障害者を持つ人たちと関わりたい、共に作業したいと考えている方はぜひお越しください。作業は主にクッキー等のお菓子
作り、100円均一の商品の下請け、さをり織り、アルミ缶整理等のエコ活動です。

538
(株）サンタ

デイサービス　ダンロ
地域密着型通所介護 大阪市

〒557-0045
大阪市西成区玉出
西1-8-2

①地下鉄四つ橋線「玉出」駅より徒歩7分
TEL 06-4398-3588
FAX 06-4398-3577

下拂　輝佳 随時

デイサービスの一日の流れや、アットホームな所内の雰囲気を職場体験を通して感じていただけたらと思っています。小規
模ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽながら、浴室にはリフトが付いているので要介護度が高い方でも楽々ご入浴でき、職員の負担軽減にも繋
がっています。明るく楽しく、ご利用者様には毎回笑顔で帰宅していただく！をモットーに、また職員間での情報共有も大切
にしていて、いつも和気あいあいと楽しく働いています。ぜひ一度お越しください。（^^）/

538
(株）サンタ

サンタケアセンター
訪問介護 大阪市

〒557-0045
大阪市西成区玉出西
2-18-4

①地下鉄四つ橋線「玉出」駅より徒歩7分
TEL 06-4398-3588
FAX 06-4398-3577

下拂　輝佳 随時

ご利用者様が可能な限り自宅で自立した生活を送ることができるよう「身体介護」や「生活援助」を行います。ご利用者様も
スタッフも、みんなが笑顔ですごせるようにをモットーに、どんどん笑顔を増やせるように日々頑張っています。ご利用者様
から「ありがとう」と言ってもらえる仕事です。訪問介護に興味があるけど、一歩踏み出せない方^^　ぜひ一度この機会に現
場を見に来られませんか？お気軽にお電話ください。

540
(福)あいえる協会

ライフ・ネットワーク
生活介護 大阪市

〒558-0004
大阪市住吉区長居東
3-8-25

①地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩約5分
②JR阪和線「長居」駅より徒歩約7分

TEL 06-6607-8260
FAX 06-6607-5503

大倉 随時
ライフ・ネットワークでは、主に車いすを利用する身体障がい者の方を中心に、ミサンガ、ネックレス、小物等を作ったり、外
出プログラム等、個々に応じた様々なプログラムを行っています。通所されている方は、ほとのどが地域で自立生活をして
いる方で、関わることでいろんな発見があると思います。

540
(福)あいえる協会

ウィル
生活介護 大阪市

〒558-0033
大阪市住吉区清水丘
2-16-5

①阪堺線「我孫子道」駅より徒歩約3分
②南海高野線「我孫子前」より徒歩約7分

TEL 06-6673-8841
FAX 06-6673-8851

石橋 随時
ウィルでは毎月1回地域に向けた喫茶を利用者さんと共に開き、地域との交流を行っています。また日常の活動では、車
いすに交換するため、缶ペットボトルを集めて潰したり、封筒作りといった簡単な作業を行っています。様々な障がいを持
つ方が地域とつながれる事業所です。

542
医)徳洲会 野崎徳洲会病院

通所リハビリテーション
通所リハビリテーション 大東市

〒574-0072
大東市深野3-1-1　野
崎徳洲会クリニック内
1F・2F

①JR学研都市線「野崎」駅より徒歩約３分
TEL 072-874-1190
FAX 072-874-1245

山本
12/29～1/3以
外

加齢とともに落ちてきた身体能力・知的能力・機能の改善、または疾病により落ちた身体能力等の回復を図り、様々な方
法やプログラムを駆使・計画して、ご利用者様と共に取り組んでいるリハビリテーションです。医療機関を付随する専門的
なスタッフの取り組みで、ご利用者様も大変喜ばれています。医療機関を伴ったリハビリテーションを是非体験しましょう。

542
医)徳洲会 野崎徳洲会病院

野崎訪問看護介護センター
訪問介護 大東市

〒574-0072
大東市深野3-1-1　野
崎徳洲会クリニック内
4F

①JR学研都市線「野崎」駅より徒歩約３分
TEL 072-874-5645
FAX 072-874-5739

早川
12/29～1/3以
外

ご利用者様が、自宅で日常生活を自立して生活して生きていける様に、日常生活援助から身体援助まで、幅広い分野で
介護の専門スタッフがサービスを提供しています。
要介護者とのコミュニケーション方法やニーズの勉強にも繋がりますので、是非体験致しましょう。

542
医)徳洲会 野崎徳洲会病院

有料老人ホーム　野崎苑
住居型有料老人ホーム 大東市

〒574-0074
大東市谷川2-10-50
野崎徳洲会病院内6F

①JR学研都市線「住道」駅より徒歩約18分（住道駅
南口より病院送迎バス有り）

TEL 072-874-5461
FAX 072-874-5470

中谷
12/29～1/3以
外

大型急性期病院の中にある国内でも珍しいタイプの住宅型有料老人ホームで、24時間安心の毎日をお過ごしいただいて
います。
体調急変時にも、直ぐに診察対応が可能ですし、安心・安全・衛生面でも群を抜いています。民間の医療機関で第1位を誇
る徳洲会グループの展開する介護施設を是非、ご体験下さい。

543
(福)香久山会

特別養護老人ホーム　ピュア
特別養護老人ホーム 八尾市

〒581-0872
八尾市郡川2-33-1

①近鉄大阪線「河内山本」駅より乗り換え、近鉄信
貴線「服部川」駅下車　徒歩約１０分

TEL 072-941-5755
FAX 072-941-5765

西村　英樹 随時

信貴山のふもとで緑が多くゆったりした環境です。職員同士仲が良く、施設内の雰囲気もゆったりしています。周りに緑が
多いこともあり不便な印象を受けることが多いですが、駅から徒歩約１０分です。また無料駐車場があり自動車やバイク通
勤も可能です。
未経験やブランクのある方も歓迎です。一度施設の雰囲気を見に来てください。見学だけでもＯＫです。お気軽にご連絡く
ださい。

543
(福)香久山会

デイサービスセンター　ピュア
デイサービスセンター 八尾市

〒581-0872
八尾市郡川2-33-1

①近鉄大阪線「河内山本」駅より乗り換え、近鉄信
貴線「服部川」駅下車

TEL 072-941-5755
FAX 072-941-5765

西村　英樹 随時

信貴山のふもとで緑が多くゆったりした環境です。職員同士仲が良く、施設内の雰囲気もゆったりしています。周りに緑が
多いこともあり不便な印象を受けることが多いですが、駅から徒歩約１０分です。また無料駐車場があり自動車やバイク通
勤も可能です。
未経験やブランクのある方も歓迎です。一度施設の雰囲気を見に来てください。見学だけでもＯＫです。お気軽にご連絡く
ださい。

547
(生協)ヘルスコープおおさか

グループホーム花しょうぶ

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒535-0004
大阪市旭区生江2-4-
16

①大阪市営バス3・110・83系統「生江」下車 徒歩約
５分

TEL 06-6926-3060
FAX 06-6926-3130

作田　真志 随時

生活協同組合ヘルスコープおおさかは、地域に住むたくさんの組合員に支えられながら医療・介護を中心に大阪市内で事業所運
営を行っています。グループホーム花しょうぶは高齢者の方が認知症になっても、最後まで自分らしく暮せる場所であることを目指
しています。入居者様と一緒に料理や買い物、掃除、散歩などしながら、地域の一員として、共に生活をしています。職場体験に
ついても、各階9名という少人数施設だからこそ、入居者様としっかりと触れ合うことができると思います。この体験が今後の人生
にとって何かのきっかけになれば嬉しく思います。是非、一度施設にいらしてください。お待ちしております。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】33/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T-uAx3HHnI67r4MsrAUqtRsL41Q&ll=34.64953550000001%2C135.50231869999993&z=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T-uAx3HHnI67r4MsrAUqtRsL41Q&ll=34.64953550000001%2C135.50231869999993&z=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T-uAx3HHnI67r4MsrAUqtRsL41Q&ll=34.64953550000001%2C135.50231869999993&z=17
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E9%87%8E%E8%8A%9D%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93/@34.5504118,135.4795235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E9%87%8E%E8%8A%9D%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93/@34.5504118,135.4795235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E9%87%8E%E8%8A%9D%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93/@34.5504118,135.4795235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92593-8301+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E9%87%8E%E8%8A%9D%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93/@34.5504118,135.4795235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8273+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%98%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8273+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%98%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8273+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%98%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8273+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8273+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92599-8273+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A0%BA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%B7%B1%E4%BA%95%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%87%BA%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6264027,135.4873018,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%87%BA%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6264027,135.4873018,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%87%BA%E8%A5%BF%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92/@34.6264027,135.4873018,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%87%BA%E8%A5%BF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6252568,135.4861658,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%87%BA%E8%A5%BF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6252568,135.4861658,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0045+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%87%BA%E8%A5%BF%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94/@34.6252568,135.4861658,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6076883,135.513977,17z/da
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6076883,135.513977,17z/da
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E9%95%B7%E5%B1%85%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6076883,135.513977,17z/da
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%E4%B8%98%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%95/@34.6010085,135.4886607,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%E4%B8%98%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%95/@34.6010085,135.4886607,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92558-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%8C%BA%E6%B8%85%E6%B0%B4%E4%B8%98%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%95/@34.6010085,135.4886607,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0072+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B7%B1%E9%87%8E%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7185344,135.6332782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011f833a7d8e5b:0xe
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0074+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E8%B0%B7%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.7111934,135.6310173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0074+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E8%B0%B7%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.7111934,135.6310173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0074+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E8%B0%B7%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%95%EF%BC%90/@34.7111934,135.6310173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0872+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E9%83%A1%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.624302,135.6343688,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60012720fb19
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0872+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E9%83%A1%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.624302,135.6343688,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60012720fb19
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7253155,135.5333649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7253155,135.5333649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7253155,135.5333649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
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547
(生協)ヘルスコープおおさか

小規模多機能型居宅介護なごみ
小規模多機能型居宅介護 大阪市

〒535-0004
大阪市旭区生江2-4-
16

①大阪市営バス3・110・83系統「生江」下車 徒歩約
５分

TEL 06-6926-3070
FAX 06-6926-3150

岡本　匡史 随時

生活協同組合ヘルスコープおおさかは、地域に住むたくさんの組合員に支えられながら医療・介護を中心に大阪市内で事業所運
営を行っています。グループホーム花しょうぶは高齢者の方が認知症になっても、最後まで自分らしく暮せる場所であることを目指
しています。入居者様と一緒に料理や買い物、掃除、散歩などしながら、地域の一員として、共に生活をしています。職場体験に
ついても、各階9名という少人数施設だからこそ、入居者様としっかりと触れ合うことができると思います。この体験が今後の人生
にとって何かのきっかけになれば嬉しく思います。是非、一度施設にいらしてください。お待ちしております。

547
(生協)ヘルスコープおおさか

グループホーム野江ゆおびか

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒536-0007
大阪市城東区成育4-
6-29

①地下鉄谷町線「野江内代」駅より東へ徒歩約１０
分
②地下鉄谷町線「関目高殿」駅より西へ徒歩約１０
分

TEL 06-6934-2051
FAX 06-6934-2052

藤原　紗樹 随時

生活協同組合ヘルスコープおおさかは、地域に住むたくさんの組合員に支えられながら医療・介護を中心に大阪市内で事業所運
営を行っています。グループホーム花しょうぶは高齢者の方が認知症になっても、最後まで自分らしく暮せる場所であることを目指
しています。入居者様と一緒に料理や買い物、掃除、散歩などしながら、地域の一員として、共に生活をしています。職場体験に
ついても、各階9名という少人数施設だからこそ、入居者様としっかりと触れ合うことができると思います。この体験が今後の人生
にとって何かのきっかけになれば嬉しく思います。是非、一度施設にいらしてください。お待ちしております。

547
(生協)ヘルスコープおおさか

グループホームゆおびか

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒537-0012
大阪市東成区大今里
1-23-12

①地下鉄千日前線・今里筋線「今里」駅より徒歩約８
分

TEL 06-6971-8270
FAX 06-6971-8271

保田　賢治 随時

生活協同組合ヘルスコープおおさかは、地域に住むたくさんの組合員に支えられながら医療・介護を中心に大阪市内で事業所運
営を行っています。グループホーム花しょうぶは高齢者の方が認知症になっても、最後まで自分らしく暮せる場所であることを目指
しています。入居者様と一緒に料理や買い物、掃除、散歩などしながら、地域の一員として、共に生活をしています。職場体験に
ついても、各階9名という少人数施設だからこそ、入居者様としっかりと触れ合うことができると思います。この体験が今後の人生
にとって何かのきっかけになれば嬉しく思います。是非、一度施設にいらしてください。お待ちしております。

547
(生協)ヘルスコープおおさか

グループホーム放出ゆおびか

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒538-0044
大阪市鶴見区放出東
1-28-21

①JR片町線「放出」駅より北東に徒歩約10分
TEL 06-6961-3572
FAX 06-6961-3571

古長　智 随時

生活協同組合ヘルスコープおおさかは、地域に住むたくさんの組合員に支えられながら医療・介護を中心に大阪市内で事業所運
営を行っています。グループホーム花しょうぶは高齢者の方が認知症になっても、最後まで自分らしく暮せる場所であることを目指
しています。入居者様と一緒に料理や買い物、掃除、散歩などしながら、地域の一員として、共に生活をしています。職場体験に
ついても、各階9名という少人数施設だからこそ、入居者様としっかりと触れ合うことができると思います。この体験が今後の人生
にとって何かのきっかけになれば嬉しく思います。是非、一度施設にいらしてください。お待ちしております。

549
(福)双洋会

特別養護老人ホーム　かがやき
特別養護老人ホーム 大阪市

〒557-0012
大阪市西成区聖天下
2ｰ8ｰ5

①地下鉄四つ橋線「岸里」駅より徒歩約10分(0.8km)
②南海本線「天下茶屋」駅より徒歩約9分(0.7km)
③地下鉄堺筋線「天下茶屋」駅より徒歩約9分
(0.7km)
④阪堺線「聖天坂」駅より徒歩約4分(0.4km）

TEL 06-6627-9295
FAX 06-6627-9301

達谷　紀昭 随時
平成２７年１１月設立の新しいユニット型特養です。２９年２月にはデイサービスかがやき・ケアプランセンターかがやきが
オープン。介護スタッフの平均年齢が少々高い為フロアーはゆったりしています。経験、資格の有無は問いません。興味の
ある方、ぜひご一報下さい。お待ちしております。

549
(福)双洋会

デイサービスセンター　かがやき
デイサービスセンター 大阪市

〒557-0012
大阪市西成区聖天下
2ｰ8ｰ5

①地下鉄四つ橋線「岸里」駅より徒歩約10分(0.8km)
②南海本線「天下茶屋」駅より徒歩約9分(0.7km)
③地下鉄堺筋線「天下茶屋」駅より徒歩約9分
(0.7km)
④阪堺線「聖天坂」駅より徒歩約4分(0.4km）

TEL 06-6627-9295
FAX 06-6627-9301

達谷　紀昭 随時
平成２７年１１月設立の新しいユニット型特養です。「デイサービスセンターかがやき」も２９年２月にオープンしました。介護
スタッフの平均年齢が少々高い為フロアーはゆったりしています。経験、資格の有無は問いません。興味のある方、ぜひ
ご一報下さい。お待ちしております。

552
(医)博心会

アネシス寺田町
介護老人保健施設 大阪市

〒544-0023
大阪市生野区林寺1-
4-24

①JR環状線「寺田町」駅より徒歩約7分
TEL 078-441-7001
FAX 072-441-7003

池本　恵 随時
アネシス寺田町での職場体験を通して、介護の仕事を始めてみるきっかけになることを願っています。
職員が働きやすい環境が、ケアの質の向上に繋がると考えて法人全体で環境改善に向けて取り組んでいます。

552
(医)博心会

アネシス寺田町

有料老人ホーム
(介護付き)

大阪市
〒544-0023
大阪市生野区林寺1-
4-24

①JR環状線「寺田町」駅より徒歩約7分
TEL 078-441-7001
FAX 072-441-7003

池本　恵 随時
アネシス寺田町での職場体験を通して、介護の仕事を始めてみるきっかけになることを願っています。
職員が働きやすい環境が、ケアの質の向上に繋がると考えて法人全体で環境改善に向けて取り組んでいます。

552

(医)博心会

介護老人保健施設
ロココリハ

介護老人保健施設 豊中市
〒561-0893
豊中市宝山町6-7

①阪急宝塚線「岡町」駅より徒歩8分
TEL 06-6855-2525
FAX 06-6855-2567

山下 随時

「自立支援を目指して社会に貢献する」を目指している「医療法人社団博心会」が運営する施設です。単に手を差し伸べる
介護を行うのではなく、自立を促す介護を提供することでご利用者の方に「できる喜び」を実感してもらうことを第一に考
え、地域の利用者様の多様なニーズにお応えできるよう、新たなサービスを次々に取り入れています。一人でも多くの方が
いつまでも慣れ親しんだ地域で自立して暮らせる環境を整えること、それが私たちの使命だと考えています。

553
(医)日新会

日新会病院ナイスデイ
通所介護 大阪市

〒550-0013
大阪市西区新町4-4-
8

①地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 C
出口すぐ

TEL 06-6531-5363
FAX 06-6531-3783

島原　光平 随時
無資格・未経験で入職したスタッフが8割弱と研修・指導に力を入れてきました。
15年目にして、施設も新築移転をし、ハード面・ソフト面に充実しています。

553
(医)日新会

日新苑
介護老人保健施設 大阪市

〒550-0013
大阪市西区新町4-4-
8

①地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 C
出口すぐ

TEL 06-6531-3038
FAX 06-6531-2609

津越（ツゴシ） 随時

2016年夏に新築移転しました。
移転前は療養病床だったので、看護師・介護士と試行錯誤しながら頑張っています。
なによりもハード面の充実が一番の売りです。
一度見学に来てください。

553
(医)日新会

ナイスパートナーK
訪問介護 大阪市

〒550-0013
大阪市西区新町4-4-
8

①地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 C
出口すぐ

TEL 06-6531-5363
FAX 06-6531-3783

島原 随時
2001年より営業しており、ベテラン職員が沢山在籍しています。
沢山いるのは、環境が良いから辞めないのです。
20代から60代まで幅広い世代が活躍中です。

553

(医)日新会

ケアヴィレッジ九条
ナイスデイ九条

通所介護
認知症対応型通所介護

大阪市
〒550-0027
大阪市西区九条1-
21-24

①地下鉄中央線「九条」駅②⑥番出口より徒歩約1
分
②阪神なんば線「九条」駅①②出口より徒歩約1分
③大阪市営バス88系統「九条新道」下車 徒歩約2分

TEL 06-6582-5951
FAX 06-6582-5975

瀬戸口　豊 随時
介護の仕事に興味を持って頂きありがとうございます。介護現場でどのような仕事をしているのか、利用者の方はどのよう
な感じなのか、働いているスタッフはどんな労働環境で働いているのか、一度体験して頂き就職の参考になればと思いま
す。お気軽に御相談下さい。

553

(医)日新会

ケアヴィレッジ九条
ナイスショート九条

短期入所生活介護 大阪市
〒550-0027
大阪市西区九条1-
21-24

①地下鉄中央線「九条」駅②⑥番出口より徒歩約1
分
②阪神なんば線「九条」駅①②出口より徒歩約1分
③大阪市営バス88系統「九条新道」下車 徒歩約2分

TEL 06-6582-5951
FAX 06-6582-5975

瀬戸口　豊 随時
介護の仕事に興味を持って頂きありがとうございます。介護現場でどのような仕事をしているのか、利用者の方はどのよう
な感じなのか、働いているスタッフはどんな労働環境で働いているのか、一度体験して頂き就職の参考になればと思いま
す。お気軽に御相談下さい。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】34/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7253155,135.5333649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7253155,135.5333649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92535-0004+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E7%94%9F%E6%B1%9F%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.7253155,135.5333649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0007+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%88%90%E8%82%B2%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%99/@34.7118642,135.5400285,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0007+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%88%90%E8%82%B2%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%99/@34.7118642,135.5400285,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92536-0007+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%88%90%E8%82%B2%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%99/@34.7118642,135.5400285,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8A%E9%87%8C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.6723951,135.5423
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8A%E9%87%8C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.6723951,135.5423
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92537-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8A%E9%87%8C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.6723951,135.5423
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E6%94%BE%E5%87%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6933555,135.5654
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E6%94%BE%E5%87%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6933555,135.5654
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E6%94%BE%E5%87%BA%E6%9D%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.6933555,135.5654
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%81%96%E5%A4%A9%E4%B8%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98/@34.6351186,135.4996253,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%81%96%E5%A4%A9%E4%B8%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98/@34.6351186,135.4996253,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%81%96%E5%A4%A9%E4%B8%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98/@34.6351186,135.4996253,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%81%96%E5%A4%A9%E4%B8%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98/@34.6351186,135.4996253,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%81%96%E5%A4%A9%E4%B8%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98/@34.6351186,135.4996253,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0012+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E8%81%96%E5%A4%A9%E4%B8%8B%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98/@34.6351186,135.4996253,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6457882,135.5272508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x6000de0ba5ccee35:0x47ee78f871f7deb!8m2!3d34.6458434!4d135.5282808
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6457882,135.5272508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x6000de0ba5ccee35:0x47ee78f871f7deb!8m2!3d34.6458434!4d135.5282808
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6457882,135.5272508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x6000de0ba5ccee35:0x47ee78f871f7deb!8m2!3d34.6458434!4d135.5282808
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6457882,135.5272508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x6000de0ba5ccee35:0x47ee78f871f7deb!8m2!3d34.6458434!4d135.5282808
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6457882,135.5272508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x6000de0ba5ccee35:0x47ee78f871f7deb!8m2!3d34.6458434!4d135.5282808
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92544-0023+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%9E%97%E5%AF%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6457882,135.5272508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x6000de0ba5ccee35:0x47ee78f871f7deb!8m2!3d34.6458434!4d135.5282808
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0893+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%AE%9D%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7801398,135.4566148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000faaff88c649b:0x17290d8cc2a773ab!8m2!3d34.7801354!4d135.4588035
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92561-0893+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%AE%9D%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%97/@34.7801398,135.4566148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000faaff88c649b:0x17290d8cc2a773ab!8m2!3d34.7801354!4d135.4588035
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0013+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94/@34.6761138,135.4848369,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z44CSNTUwLTAwMTMg5a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
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553

(医)日新会

ケアヴィレッジ九条
ナイスホーム九条

認知症対応型共同生活介
護

大阪市
〒550-0027
大阪市西区九条1-
21-24

①地下鉄中央線「九条」駅②⑥番出口より徒歩約1
分
②阪神なんば線「九条」駅①②出口より徒歩約1分
③大阪市営バス88系統「九条新道」下車 徒歩約2分

TEL 06-6582-5951
FAX 06-6582-5975

瀬戸口　豊 随時
介護の仕事に興味を持って頂きありがとうございます。介護現場でどのような仕事をしているのか、利用者の方はどのよう
な感じなのか、働いているスタッフはどんな労働環境で働いているのか、一度体験して頂き就職の参考になればと思いま
す。お気軽に御相談下さい。

554
(医)泰山会

介護老人保健施設 千里
介護老人保健施設 吹田市

〒565-0825
吹田市山田北5-14

①阪急千里線「山田」駅より徒歩約12分
②大阪モノレール線「山田」駅より徒歩約12分

TEL 06-4864-0880
FAX 06-4864-0660

小林　久美 随時
介護に興味を持って頂けるような体験を提供します。
又、老健らしく、他職種連携の中で介護職だけでなく、看護師、リハビリ職とのかかわり方も体験の中で経験して頂きます。

554
(医)泰山会

介護老人保健施設 千里
通所リハビリテーション 吹田市

〒565-0825
吹田市山田北5-14

①阪急千里線「山田」駅より徒歩約12分
②大阪モノレール線「山田」駅より徒歩約12分

TEL 06-4864-0880
FAX 06-4864-0660

小林　久美 随時
介護に興味を持って頂けるような体験を提供します。
又、老健らしく、他職種連携の中で介護職だけでなく、看護師、リハビリ職とのかかわり方も体験の中で経験して頂きます。

557

(株)Ｓｏｃｉａｌ Ｂｒｉｄｇｅ

就労移行支援ジョブリッジ本町事業
所

就労移行支援 大阪市

〒541-0054
大阪市中央区南本町
3-4-7　第一住建御堂
筋本町ビル8Ｆ

①Osaka Metro御堂筋線「本町」駅 ７番出口より徒
歩約２分（約150M)

TEL 050-5306-
1454

FAX 06-7635-9200

越前（えちぜ
ん）
山田

平日
9：30～16：30

長年、大阪で就職支援に取り組んできた会社が行う、障がい者の就労移行支援事業所です。通われる方の障がい・年齢・
性別は様々です。行われるカリキュラムも様々ですので、ここでの経験は、必ず今後に役立つと思います。まずはご連絡を
お待ちしております。体験内容：実際に行われるカリキュラムの補助（コミュニケーション、ビジネスマナー、SST等）

561
（NPO）ホッと

かりん

共同生活援助（グループ
ホーム）

吹田市
〒564-0082
吹田市片山町4-10-
21

①JR「吹田」駅より徒歩15分
TEL 06-6339-3350
FAX 06-6339-6001

鳥居　隆史 随時

明るい職場です。仕事内容は先輩が親切丁寧に教えてくれます。4～5人ユニットの小規模なグループホームですので、
アットホームな雰囲気が私たちのモットーです。
のんびりした中にも障がい者の暮らしを支える大切な仕事を肌で感じてもらえると思います。
「かりん」は女性利用者のホームですので、体験は女性のみです。

561
（NPO）ホッと

ヘルパーステーションポポロ
居宅介護　外出介護 吹田市

〒564-0082
吹田市片山町4-14-
22

①JR「吹田」駅より徒歩7分
TEL 06-6339-3350
FAX 06-6339-6001

鳥居　隆史 随時

とても明るい職場です。気軽に体験してもらえればと思います。現場では先輩が丁寧に教えてくれますので、安心して体験
に望めると思います。
ヘルパーステーションでは主に「余暇」の部分の支援になりますから、楽しい雰囲気を作り出す環境を体験してもらい、感じ
てもらいたいと思っています。

561
（NPO）ホッと

えるむ

共同生活援助（グループ
ホーム）

吹田市
〒564-0083
吹田市朝日が丘町
22-10

①JR「吹田」駅より徒歩10分
TEL 06-6339-3350
FAX 06-6339-6001

鳥居　隆史 随時

明るい職場です。仕事内容は先輩が親切丁寧に教えてくれます。4～5人ユニットの小規模なグループホームですので、
アットホームな雰囲気が私たちのモットーです。
のんびりした中にも障がい者の暮らしを支える大切な仕事を肌で感じてもらえると思います。
「えるむ」は男性利用者のホームですので、体験は男性のみです。

561
（NPO）ホッと

吹田つながりの場 はるにれ
生活介護 吹田市

〒564-0083
吹田市朝日が丘町
36-8C

①JR「吹田」駅より徒歩15分
TEL 06-6339-3350
FAX 06-6339-6001

鳥居　隆史 随時
とても明るい職場です。仕事も先輩が丁寧に教えてくれます。安心して参加して下さい。
日中支援の取り組みとしての活動を幅広く体験していただき、障がい者支援の広がりと奥深さを感じてもらえたら嬉しいで
す。

562
アイサポート（株)

あきずデイサービス村野
通所介護 枚方市

〒573-0016
枚方市村野本町22-
20

①京阪電車私市線「村野」駅より徒歩7分
TEL 072-898-3373
FAX 072-867-3373

源田　千晴 随時

一人ひとりを大切にする介護ってなんだろう？居心地の良い空間ってなんだろう？を考えながら、繋がりを大切に利用され
る方とスタッフ、利用される方同士の豊かな関わりを深めています。あきずデイサービス1号店拠点「村野」、築100年を超
える古民家を改修し、介護する私たちから利用される方に寄り添い幼少期を追体験できるデイサービスです。
縁側でゆっくりくつろげる空間での介護を体験してみませんか？

562
アイサポート（株)

あきずデイサービス村野隣
通所介護 枚方市

〒573-0016
枚方市村野本町22-
21

①京阪電車私市線「村野」駅より徒歩7分
TEL 072-807-7516
FAX 072-807-7516

源田　千晴 随時

一人ひとりを大切にする介護ってなんだろう？居心地の良い空間ってなんだろう？を考えながら、繋がりを大切に利用され
る方とスタッフ、利用される方同士の豊かな関わりを深めています。あきずデイサービス村野の隣に建てたから「村野隣」、
特に個別ケアを得意として、利用される方の細かなご希望に対応しています。
我が家のようなくつろぎの空間での介護を体験してみませんか？

562
アイサポート（株)

あきずデイサービス東船橋
通所介護 枚方市

〒573-1115
枚方市東船橋1-86

①京阪バス「船橋」下車 徒歩2分
TEL 072-867-3373
FAX 072-867-3374

源田　千晴 随時

一人ひとりを大切にする介護ってなんだろう？居心地の良い空間ってなんだろう？を考えながら、繋がりを大切に利用され
る方とスタッフ、利用される方同士の豊かな関わりを深めています。大通りに面した住宅街の一角カフェのような「東船
橋」、ちょっと一息つきたくなるような憩いの場。
まごころ込めた丁寧な関わりを大切にした集いの場での介護を体験してみませんか？

563
（福）光輝会

隆光学園
障がい者支援施設 寝屋川市

〒572-0855
寝屋川市寝屋南2-
15-1

①JR学研都市線「星田」駅から徒歩13分
②京阪本線「寝屋川市」駅からバス「ビバモール」下
車徒歩5分

TEL 072-822-0123
FAX 072-822-0034

阿瀬　理恵子 随時
当学園は、入所型知的障がい者支援施設です。生活支援員の業務として各種介助業務、見守り、日中活動などに参加し
ていただきます。やってみようかな？という気持ちがある方は、是非一度、隆光学園で職場体験にチャレンジしてみてくださ
い。

565
（同）オーエムティーwithカンパニー

かえろケアットホーム
訪問介護 大阪市

〒545-0011
大阪市阿倍野区昭和
町1-3-28　森田ビル
301号

①Osaka Metro谷町線「文の里」駅番出口より徒歩3
分

TEL 06-6654-8193
FAX 06-6654-8193

宮川　修 随時 今年の5月にオープンした新しい訪問介護事業所です。まずは体験してみませんか？！

568

（福）育福会

特別養護老人ホーム　コティコート北
大阪

特別養護老人ホーム 大阪市
〒532-0021
大阪市淀川区田川北
3-4-3

①阪急「十三」駅徒歩17分（阪急バス加島線18番、
大阪市営バス97系統「田川通」下車徒歩6分）
②ＪＲ「塚本」駅徒歩15分

TEL 06-4805-7771
FAX 06-4805-7772

奥村　美晴 随時

平成28年11月にオープンした特別養護老人ホーム。梅田、神戸から近く阪急十三駅、ＪＲ塚本駅から徒歩圏内の好立地で
す。全室個室・ユニット型120室（特養110室、ショートステイ10室）。職員が快適に働けるためのスタッフルーム（大型テレビ
ジョン設置）やパウダールーム完備。研修制度が充実しており、外部研修費補助制度あり。新しく綺麗で明るい施設を是非
一度体験してください。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】35/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92550-0027+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B9%9D%E6%9D%A1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%94/@34.6745977,135.4726572,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%8C%97%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.8087218,135.5168456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fb5a6c19633f:0x24fa752251
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%8C%97%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.8087218,135.5168456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fb5a6c19633f:0x24fa752251
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%8C%97%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.8087218,135.5168456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fb5a6c19633f:0x24fa752251
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92565-0825+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%8C%97%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94/@34.8087218,135.5168456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000fb5a6c19633f:0x24fa752251
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92541-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6829834,135.4999878,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92541-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6829834,135.4999878,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92541-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6829834,135.4999878,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92541-0054+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6829834,135.4999878,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0082+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%89%87%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7687894,135.5225286,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0082+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%89%87%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7687894,135.5225286,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0082+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%89%87%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.7687894,135.5225286,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0082+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%89%87%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7681645,135.5237036,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0082+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%89%87%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7681645,135.5237036,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0082+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%89%87%E5%B1%B1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@34.7681645,135.5237036,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%81%8C%E4%B8%98%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90+%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%80/@34.7713542,135.517963,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%81%8C%E4%B8%98%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90+%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%80/@34.7713542,135.517963,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%81%8C%E4%B8%98%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90+%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%80/@34.7713542,135.517963,17z/d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%81%8C%E4%B8%98%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%98+%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E5%90%B9%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%81%8C%E4%B8%98%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%98+%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E5%90%B9%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0083+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%81%8C%E4%B8%98%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%98+%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E5%90%B9%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%91%E9%87%8E%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90+%E6%9C%AC%E6%B9%AF%E5%85%83%E3%81%82%E3%81%8D%E3%81%9A/@34.801135
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%91%E9%87%8E%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90+%E6%9C%AC%E6%B9%AF%E5%85%83%E3%81%82%E3%81%8D%E3%81%9A/@34.801135
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%91%E9%87%8E%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%90+%E6%9C%AC%E6%B9%AF%E5%85%83%E3%81%82%E3%81%8D%E3%81%9A/@34.801135
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%91%E9%87%8E%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.8009907,135.665338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c04a512
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%91%E9%87%8E%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.8009907,135.665338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c04a512
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0016+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%91%E9%87%8E%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@34.8009907,135.665338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c04a512
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1115+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%88%B9%E6%A9%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%EF%BC%96/@34.8511579,135.6826489,17z/data=!4m5!3m4!1s0x60011b6599a3cfb3:0xc5848415a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-1115+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E6%9D%B1%E8%88%B9%E6%A9%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%98%EF%BC%96/@34.8511579,135.6826489,17z/data=!4m5!3m4!1s0x60011b6599a3cfb3:0xc5848415a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0855+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7672971,135.6514143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0855+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7672971,135.6514143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0855+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7672971,135.6514143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E6%A3%AE%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E6%A3%AE%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E6%A3%AE%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92545-0011+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA%E6%98%AD%E5%92%8C%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E6%A3%AE%E7%94%B0%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E5%8C%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.7222529,135.4662266,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E5%8C%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.7222529,135.4662266,17z/data=!3m1!
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92532-0021+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E5%8C%97%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%93/@34.7222529,135.4662266,17z/data=!3m1!
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569
(株）アルファシステム

デイサービス昭和館
地域密着型通所介護 大阪市

〒557-0034
大阪市西成区松3-5-
25

①南海汐見橋線「西天下茶屋」駅 徒歩2分
②大阪市営バス「橘三丁目」バス停から徒歩4分

TEL 06-6655-5670
FAX 06-6655-5671

久保田　寛 随時

地域密着型通所介護の事業所の中でも、本当にこじんまりとした小規模ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。和やかで家庭的な雰囲気の中で
支援しています。施設に通うというよりは、近所のお友達の家に遊びに行くという感覚でお越しいただいています。ご利用
者さんも少人数で、毎日が団らんです。職場体験者には、職員や高齢者と交流を図りながら、介護に関する知識や技術を
確かめてもらいたいと思っています。無理なく安心できるペースで進めましょう。

574
（福）風の会

生活支援センター　風

生活介護
ショートステイ

八尾市
〒581-0028
八尾市八尾木東3-8

①ＪＲ大和路線「志紀」駅より徒歩15分
②近鉄大阪線「恩智」駅より徒歩15分

TEL 072-990-6644
FAX 072-990-6645

辻　茂子 随時
山を望む田園地帯にある新施設です。1階は重度障がい者の方々が通所する生活介護サービスと、2階はショートステイ
12床となっています。笑顔あふれる施設をコンセプトに、利用者さんと職員が楽しく一日を過ごしています。どうぞお気軽に
お越しください。

574
（福）風の会

共働作業所　風

生活介護
就労継続支援B型

八尾市
〒581-0028
八尾市八尾木東3-9

①ＪＲ大和路線「志紀」駅より徒歩15分
②近鉄大阪線「恩智」駅より徒歩15分

TEL 072-990-6644
FAX 072-990-6645

辻　茂子 随時
山を望む、田園地帯に建つ施設です。解放感にあふれ、利用者さん皆が生き生きと楽しく笑顔で過ごされています。1階は
生活介護、2階は就労継続支援B型サービスを提供しています。どうぞお気軽にお越しください。

575
（福）秀明会

特別養護老人ホーム　あす～る吹田

介護老人福祉施設
（介護予防）短期入所生活
介護

吹田市
〒564-0002
吹田市岸部中2-7-12

①ＪＲ「岸辺」駅より徒歩約10分
②阪急京都線「正雀」駅より徒歩約15分

TEL 06-6385-7070
FAX 06-6385-7077

吉久
三谷

随時
子育て世代・シニア世代、皆様の個々の都合に合わせた働き方を私たちが提案いたします。働く時間に制限のある方、無
資格・未経験だから不安のある方、まずは一度ご相談ください。楽しい仕事だということをお伝えいたします。

575

（福）秀明会

老人デイサービスセンター　あす～
る吹田

（介護予防）通所介護 吹田市
〒564-0002
吹田市岸部中2-7-12

①ＪＲ「岸辺」駅より徒歩約10分
②阪急京都線「正雀」駅より徒歩約15分

TEL 06-6385-7070
FAX 06-6385-7077

吉久
三谷

随時
子育て世代・シニア世代、皆様の個々の都合に合わせた働き方を私たちが提案いたします。働く時間に制限のある方、無
資格・未経験だから不安のある方、まずは一度ご相談ください。楽しい仕事だということをお伝えいたします。

585

（福）あゆみ会

特別養護老人ホームアンパス東大
阪

介護老人福祉施設 東大阪市
〒578-0943
東大阪市若江南町
3-7-7

①近鉄奈良線「若江岩田」駅徒歩20分
TEL 06-4307-0333
FAX 06-4307-0444

吉野 随時
特別養護老人ホームアンパス東大阪ではご利用者様、ご入居者様に寄り添った日々の介護を見学、体験していただけま
す！資格や経験の無い方でも職員んがしっかりサポートするので安心してください！

586
（株）メディプラン

ソレイユねやがわ

有料老人ホーム
(介護付き)

寝屋川市
〒572-0051
寝屋川市高柳1-12-
30

①京阪本線「寝屋川市」駅徒歩15分
TEL 06-6231-0800
FAX 06-6231-0700

上原　正博

随時（体験の1
週間前までにご
連絡をお願いし
ます）

「福祉の仕事に興味があるけど、自分にできるのかな？」、「お元気な高齢者を支えるサービスってどんなことをするの？」
と思った方、少しでも福祉に興味がある方、ぜひいい体験をして下さい！誇りをもって働いている社員との触れ合いを通じ
て、自分が気づいてない潜在的な能力を発見しましょう！

586
（株）メディプラン

ケア・キューブ枚方

サービス付き高齢者向け住
宅

枚方市
〒573-0031
枚方市岡本町10-25

①京阪本線「枚方市」駅徒歩5分
TEL 06-6231-0800
FAX 06-6231-0700

上原　正博

随時（体験の1
週間前までにご
連絡をお願いし
ます）

京阪「枚方市」駅から徒歩5分の好立地に安心のケアサービスの他、リハビリ特化型デイサービス「すぷらうつ枚方駅前」を
併設した『リハ・ケアレジデンス　ケア・キューブ枚方』。フレッシュなあなたを大歓迎です！！！Webサイトだけでは、どうし
ても伝えきれない、わが社の魅力を、ぜひぜひ！ご覧ください！

587
（NPO)ベルビー

ボンビー
グループホーム 寝屋川市

〒572-0087
寝屋川市木屋町6-
16

①京阪本線「香里園」駅より徒歩15分（約1.2㎞）
②「京阪香里園（西口）」バス停より、京阪バスタウン
くる「寝屋川市駅（東口）」行、「木屋元町」下車徒歩2
分

TEL 072-833-5505
FAX 072-833-5501

太田 随時
平成30年3月に開設した新しい施設です(定員18名）。認知症により生活に支障のある方が共同生活をする入所施設にな
ります。お一人様ごとに症状は異なりますが、スタッフはその方に応じた介護や役割を常に考え、その人らしい生活が出来
るように日々努めています。体験の際は様々な環境を見ていただくことをお勧めします。

587
（NPO)ベルビー

アミーゴ

デイサービス
（地域密着型）

枚方市
〒573-0031
枚方市岡本町8-12

①京阪本線「枚方市」より徒歩5分
TEL 072-804-3436
FAX 072-804-3436

蒲田 随時
一般住宅を改修した、より自宅の雰囲気に近い、温かい環境のデイサービスになります。定員12名の小規模なデイサービ
スですので、ご利用者の様々なご要望にお応えできる環境になります。スタッフは社訓にもある「挨拶・笑顔・謙虚」を常に
意識して、日々ご利用者に寄り添った介護を行います。体験の際は様々な環境を見ていただくことをお勧めします。

588
（株）ケアライフ

ケアタウン交野

看護小規模多機能型居宅
介護

交野市
〒576-0053
交野市郡津3-11-10

①京阪交野線「郡津」駅より徒歩2分
TEL 072-844-3633
FAX 072-844-5710

松村　良枝 随時
自宅に居るような空間。お客様、スタッフともに居心地が良く、のんびり、ゆったり、時々お手伝い。ケアタウン交野で、体験
してみませんか。

588
（株）ケアライフ

ケアライフ（訪問介護）
訪問介護 枚方市

〒573-0051
枚方市三矢町2-10

①京阪本線「枚方市」駅より徒歩5分
TEL 072-844-3633
FAX 072-844-5710

松村　良枝 随時

訪問介護のお仕事は、介護を必要とされている方のご自宅に訪問させて頂き、生活援助サービスとして掃除・選択・買い
物、身体介護サービスとして入浴介助・食事介助・排せつ介助があります。人生の最後まで住み慣れた自宅で過ごして頂
けるよう、全力でサポートしております。体験者の皆さんには、実際の介護の現場を体験していただきます。体験によって
訪問介護のやりがいや楽しさを感じていただけると思います。ぜひチャレンジしてみてください。

588
（株）ケアライフ

ケアライフ（障がい福祉）

居宅介護
移動支援

枚方市
〒573-0051
枚方市三矢町2-10

①京阪本線「枚方市」駅より徒歩5分
TEL 072-844-3633
FAX 072-844-5710

松村　良枝 随時
障がいのある方の在宅での生活を支援するための「ホームヘルプ」と「ガイドヘルプ」が主な業務です。調理・掃除等の家
事援助や、入浴介助・排泄介助等の身体介護、車いすガイドや知的ガイド等の外出のための移動支援を体験していただ
けます。尚、ケアライフでは、必要な資格取得のための研修制度もあります。未経験の方も安心してお申込みください。

588
（株）ケアライフ

アシュラー
デイサービス 枚方市

〒573-0051
枚方市三矢町2-10

①京阪本線「枚方市」駅より徒歩5分
TEL 072-844-3633
FAX 072-844-5710

松村　良枝 随時
私たちのデイサービス「アシュラー」は、モロッコ語で『助け合い』を意味します。あなたもお客さまと一緒に考え、助け合っ
て、一日を楽しく過ごしませんか。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】36/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%9D%BE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6401328,135.4862739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%9D%BE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6401328,135.4862739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0034+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA%E6%9D%BE%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.6401328,135.4862739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B0%BE%E6%9C%A8%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A2%A8%E3%81%AE%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B0%BE%E6%9C%A8%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A2%A8%E3%81%AE%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B0%BE%E6%9C%A8%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A2%A8%E3%81%AE%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92581-0028+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B0%BE%E6%9C%A8%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A2%A8%E3%81%AE%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B2%B8%E9%83%A8%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B2%B8%E9%83%A8%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B2%B8%E9%83%A8%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92564-0002+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B2%B8%E9%83%A8%E4%B8%AD%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0943+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6541733,135.5979215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000df7e0f50b907:0xe46fd94b215de07e!8m2!3d34.6541689!4d135.6001102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0943+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6541733,135.5979215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000df7e0f50b907:0xe46fd94b215de07e!8m2!3d34.6541689!4d135.6001102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92578-0943+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E8%8B%A5%E6%B1%9F%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%97/@34.6541733,135.5979215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000df7e0f50b907:0xe46fd94b215de07e!8m2!3d34.6541689!4d135.6001102
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%AB%98%E6%9F%B3%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.762478,135.6093099,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e0fc1010589:0x3f5887e1faad1943!8m2!3d34.7624736!4d135.6114986
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%AB%98%E6%9F%B3%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.762478,135.6093099,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e0fc1010589:0x3f5887e1faad1943!8m2!3d34.7624736!4d135.6114986
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E9%AB%98%E6%9F%B3%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%90/@34.762478,135.6093099,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011e0fc1010589:0x3f5887e1faad1943!8m2!3d34.7624736!4d135.6114986
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.8152694,135.642845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c511aac1d3d:0xac92a4e778fa56a4!8m2!3d34.815265!4d135.6450337
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.8152694,135.642845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c511aac1d3d:0xac92a4e778fa56a4!8m2!3d34.815265!4d135.6450337
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0087+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E6%9C%A8%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%93+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%82%E3%81%8F%E3%81%9B%E3%81%84%E4%BC%9A/@34.7860194,135.6212471,20.29z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011dc2566efbc5:0xe0230e5edcba6f82!2z44CSNTcyLTAwODcg5aSn6Ziq5bqc5a-d5bGL5bed5biC5pyo5bGL55S677yW!3b1!8m2!3d34.7861766!4d135.6216498!3m4!1s0x60011dc2f8dba4e1:0xc0af720b690f2367!8m2!3d34.7860893!4d135.6216734
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0087+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E6%9C%A8%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%93+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%82%E3%81%8F%E3%81%9B%E3%81%84%E4%BC%9A/@34.7860194,135.6212471,20.29z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011dc2566efbc5:0xe0230e5edcba6f82!2z44CSNTcyLTAwODcg5aSn6Ziq5bqc5a-d5bGL5bed5biC5pyo5bGL55S677yW!3b1!8m2!3d34.7861766!4d135.6216498!3m4!1s0x60011dc2f8dba4e1:0xc0af720b690f2367!8m2!3d34.7860893!4d135.6216734
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92572-0087+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E6%9C%A8%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%93+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%82%E3%81%8F%E3%81%9B%E3%81%84%E4%BC%9A/@34.7860194,135.6212471,20.29z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011dc2566efbc5:0xe0230e5edcba6f82!2z44CSNTcyLTAwODcg5aSn6Ziq5bqc5a-d5bGL5bed5biC5pyo5bGL55S677yW!3b1!8m2!3d34.7861766!4d135.6216498!3m4!1s0x60011dc2f8dba4e1:0xc0af720b690f2367!8m2!3d34.7860893!4d135.6216734
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.8149333,135.6432089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c510095478f:0x7fce0f6d0f07085a!8m2!3d34.8149289!4d135.6453976
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92573-0031+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.8149333,135.6432089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011c510095478f:0x7fce0f6d0f07085a!8m2!3d34.8149289!4d135.6453976
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0053+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%83%A1%E6%B4%A5%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7946027,135.6698181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011eabe6ec21a5:0x54b9409e4b70c0b8!8m2!3d34.7945983!4d135.6720068
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92576-0053+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82%E9%83%A1%E6%B4%A5%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.7946027,135.6698181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011eabe6ec21a5:0x54b9409e4b70c0b8!8m2!3d34.7945983!4d135.6720068
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95/@34.8148382,135.6436212,20.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011c5160dec261:0x5408398e7466fa1e!2z44CSNTczLTAwNTEg5aSn6Ziq5bqc5p6a5pa55biC5LiJ55-i55S677yS4oiS77yR77yQ!3b1!8m2!3d34.8149567!4d135.6434949!3m4!1s0x60011c516131ca81:0x5f2b10445af2759b!8m2!3d34.8148003!4d135.6435585
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95/@34.8148382,135.6436212,20.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011c5160dec261:0x5408398e7466fa1e!2z44CSNTczLTAwNTEg5aSn6Ziq5bqc5p6a5pa55biC5LiJ55-i55S677yS4oiS77yR77yQ!3b1!8m2!3d34.8149567!4d135.6434949!3m4!1s0x60011c516131ca81:0x5f2b10445af2759b!8m2!3d34.8148003!4d135.6435585
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95/@34.8148382,135.6436212,20.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011c5160dec261:0x5408398e7466fa1e!2z44CSNTczLTAwNTEg5aSn6Ziq5bqc5p6a5pa55biC5LiJ55-i55S677yS4oiS77yR77yQ!3b1!8m2!3d34.8149567!4d135.6434949!3m4!1s0x60011c516131ca81:0x5f2b10445af2759b!8m2!3d34.8148003!4d135.6435585
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95/@34.8148382,135.6436212,20.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60011c5160dec261:0x5408398e7466fa1e!2z44CSNTczLTAwNTEg5aSn6Ziq5bqc5p6a5pa55biC5LiJ55-i55S677yS4oiS77yR77yQ!3b1!8m2!3d34.8149567!4d135.6434949!3m4!1s0x60011c516131ca81:0x5f2b10445af2759b!8m2!3d34.8148003!4d135.6435585
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589

（福）かわち野福祉会

特別養護老人ホームかわち野里な
がせ

特別養護老人ホーム 東大阪市
〒577-0832
東大阪市長瀬町1-
5-13

①近鉄大阪線「長瀬」駅より徒歩5分
②JRおおさか東線「長瀬」駅より徒歩10分

TEL 06-6726-0131
FAX 06-6726-0133

市田　幸治 随時
平成29年11月に開設した施設です。特養60床、ショートステイ20床。
隣接する東大阪生協病院と医療連携をしています。
理念：平和と人権を尊重、ぬくもりと笑顔あふれる居場所づくりを目指しています。

594

（医）桐葉会

グループホーム
コスモスガーデン

グループホーム 貝塚市
〒585-0012
貝塚市森853

①水間鉄道「森」駅より徒歩5分
TEL 072-446-1501
FAX 072-447-0600

出口　あゆ美 随時

介護福祉士は、今最も注目されている国家資格のひとつであります。介護福祉士の仕事は、介護のスペシャリストとしての
期待も大きく、介護業界においても重要な位置づけとなっています。利用者やご家族に喜んで頂く事で、自分も喜べるこの
介護の仕事を誇りに感じ、自分が必要とされて役立った時の充実感を体験できるよう、当法人で実際の介護現場を見て頂
ければ幸いです。介護の仕事の「やりがい」「魅力」に触れてみてください。

594

（医）桐葉会

介護老人保健施設
コスモス楽寿苑

介護老人保健施設 貝塚市
〒597-0044
貝塚市森858

①水間鉄道「森」駅より徒歩5分
TEL 072-446-1501
FAX 072-447-0600

出口　あゆ美 随時

介護福祉士は、今最も注目されている国家資格のひとつであります。介護福祉士の仕事は、介護のスペシャリストとしての
期待も大きく、介護業界においても重要な位置づけとなっています。利用者やご家族に喜んで頂く事で、自分も喜べるこの
介護の仕事を誇りに感じ、自分が必要とされて役立った時の充実感を体験できるよう、当法人で実際の介護現場を見て頂
ければ幸いです。介護の仕事の「やりがい」「魅力」に触れてみてください。

595
（福）和秀会

岸和田北特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム（地域
密着型）

岸和田市
〒596-0001
岸和田市磯上町3-
3-13

①南海本線「春木」駅より徒歩20分
TEL 072-430-3555
FAX 072-430-3556

田野　千加 随時
介護施設での勤務経験がなくても、少しでも興味がおありでしたら是非とも安心してお越しください。不安にならない様に、
付き添ってご指導させて頂きます。ユニットと呼ばれる少人数制で、のんびりゆったりしています。体験前のご質問がござ
いましたらお気軽にお問い合わせください。

595

（福）和秀会

岸和田デイサービスセンター・ハル
キ

デイサービス 岸和田市
〒596-0001
岸和田市磯上町3-
3-13

①南海本線「春木」駅より徒歩20分
TEL 072-430-3555
FAX 072-430-3556

福井　千絵 随時
デイサービスでのご経験がなくても、ご興味がありましたら是非お越しください。デイサービスでは、お客様と一緒に楽しく
過ごして頂く企画がたくさんあります。楽しい体験をしてみませんか。お待ちしております。

595
（福）和秀会

岸和田デイサービス・和み館
デイサービス 岸和田市

〒596-0045
岸和田市別所町3-
26-10

①南海本線「和泉大宮」駅より徒歩15分
TEL 072-436-8123
FAX 072-436-8818

西村　成美 随時
お客様との関わりの中で「学び」があります。そして職員とともにフロアーの中に笑顔があります。そんな場所で体験してみ
ませんか。職員同士の関係もよく20代から60代と年齢層も幅広いです。初心者でも大丈夫！指導も「優しく・わかりやすく・
丁寧に」をモットーにしております。お気軽にお問い合わせください。

595
（福）和秀会

岸和田特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 岸和田市

〒596-0046
岸和田市藤井町2-
13-13

①南海本線「和泉大宮」駅より徒歩10分
TEL 072-436-5100
FAX 072-436-5200

木岡　大輝 随時
岸和田特別養護老人ホームは専門学生や、大学生などの実習生もたくさん受け入れており、新人職員も多く、プリセプタ
－制度（新人教育）にも力を入れております。担当者がコミュニケーションの方法から介護技術まで介護経験関係なく、全
てその人のペースに合わせご指導させて頂きますので、介護が初めての方でも安心してお越しください。

595
（福）和秀会

岸和田デイサービスセンター・フジイ
デイサービス 岸和田市

〒596-0046
岸和田市藤井町2-
13-13

①南海本線「和泉大宮」駅より徒歩10分
TEL 072-436-5100
FAX 072-436-5200

中村　佑二
8：00～17：00
（日曜日以外）

デイサービスでのご経験がなくても大丈夫です。デイサービスでは、楽しいイベントを春夏秋冬に合わせて盛りだくさん提
供しております。私たちと一緒にご利用者様に笑顔を提供してみませんか。見学だけでも構いませんのでご連絡お待ちし
ております。

595

（福）和秀会

岸和田ホームヘルプステーション・フ
ジイ

訪問介護 岸和田市
〒596-0046
岸和田市藤井町2-
13-13

①南海本線「和泉大宮」駅より徒歩10分
TEL 072-436-5100
FAX 072-436-5200

近藤　道子
後藤　和代

9：00～17：30の
間

ヘルパーでの経験が無い方でも大丈夫！安心してください！親切・丁寧・分かりやすい指導を行います。いつも笑顔の絶
えない明るい職場です。楽しい職場で体験してみませんか。お待ちしております。

596
（福）池田さつき会

特別養護老人ホームポプラ
特別養護老人ホーム 池田市

〒563-0012
池田市東山町555-1

①阪急宝塚線「池田」駅　阪急バス豊能西線　「東
山」停留所（10分）より徒歩2分

TEL 072-754-7010
FAX 072-754-1171

窪田　菜緒 随時
“ありがとう”。この言葉で終始するのが介護の仕事です。職業として目指したい人、ちょっとのぞいてみたい人、大歓迎で
す。工夫することが楽しいクリエイティブな仕事です。お待ちしております。

597
（株）ハートフルサンク

ハートフルサンク　デイ・ひしき乃湯
デイサービス 堺市

〒593-8315
堺市西区菱木1-
2446-1　ドイビル1F

①JR「鳳」駅より南海バス「菱木」下車すぐ
TEL 090-6043-

4341
FAX 072-295-8802

城間　洋介 随時
当社は堺市南区を中心に高齢者、障がい者に対して在宅生活を支援するサービスを実施しています。福祉・介護の世界
で頑張ってみたいというあなたの体験お申込みをお待ちしております。

597

（株）ハートフルサンク

デイサービスセンター　ハートフルサ
ンク

デイサービス 和泉市
〒594-1151
和泉市唐国町1-3-
31

①泉北高速鉄道「和泉中央」駅より徒歩15分
TEL 090-6043-

4341
FAX 072-295-8802

城間　洋介 随時
当社は堺市南区を中心に高齢者、障がい者に対して在宅生活を支援するサービスを実施しています。福祉・介護の世界
で頑張ってみたいというあなたの体験お申込みをお待ちしております。

598
（有）ティエラ

ひまわりケアサービス
訪問介護 東大阪市

〒579-8037
東大阪市新町1-24

①近鉄奈良線「瓢箪山」駅より徒歩12分
②近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩12分

TEL 072-980-7870
FAX 072-980-7872

宮坂　泰知 随時
当法人は2000年に設立しました。介護事業を東大阪、八尾にて展開しています。当社のスタッフには仕事にやりがいを感
じ、充実した人生を送れる様,日々を過ごして欲しいと願っています。高齢者に対する優しい心と笑顔、熱意のある方は大
歓迎です。また一緒に喜びを分かちあえる働く仲間を待っています。体験お申込みをお待ちしています。

599
（株）レザミ

ヘルパーステーションあずさ
訪問介護 大阪市

〒538-0051
大阪市鶴見区諸口
6-15-11

①Osaka Metro長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩9
分

TEL 06-6967-8611
FAX 06-6967-8612

大本　明正 随時

・レザミ鶴見緑地は住宅型有料老人ホームです。
・介護保険では訪問介護です。しかし、介護スタッフは施設の中で常駐しています。
・介護スタッフは、比較的若い人で構成されています。ベトナム人も働いています。
・施設は、鶴見緑地に隣接していて環境の良いところにあります。
・ぜひ当施設で体験してください。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】37/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0832+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%95%B7%E7%80%AC%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%A1%E9%87%8E%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BC%9A/@34.6508992,135.5751813,20.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000dfa69afdafb5:0xa44bfd0ffbbe1c9e!2z44CSNTc3LTA4MzIg5aSn6Ziq5bqc5p2x5aSn6Ziq5biC6ZW354Cs55S677yR5LiB55uu77yV!3b1!8m2!3d34.6508105!4d135.5752265!3m4!1s0x6000dfa69af729fd:0x4c95dffaaa73d106!8m2!3d34.6509724!4d135.575414
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0832+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%95%B7%E7%80%AC%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%A1%E9%87%8E%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BC%9A/@34.6508992,135.5751813,20.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000dfa69afdafb5:0xa44bfd0ffbbe1c9e!2z44CSNTc3LTA4MzIg5aSn6Ziq5bqc5p2x5aSn6Ziq5biC6ZW354Cs55S677yR5LiB55uu77yV!3b1!8m2!3d34.6508105!4d135.5752265!3m4!1s0x6000dfa69af729fd:0x4c95dffaaa73d106!8m2!3d34.6509724!4d135.575414
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92577-0832+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%95%B7%E7%80%AC%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%A1%E9%87%8E%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BC%9A/@34.6508992,135.5751813,20.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6000dfa69afdafb5:0xa44bfd0ffbbe1c9e!2z44CSNTc3LTA4MzIg5aSn6Ziq5bqc5p2x5aSn6Ziq5biC6ZW354Cs55S677yR5LiB55uu77yV!3b1!8m2!3d34.6508105!4d135.5752265!3m4!1s0x6000dfa69af729fd:0x4c95dffaaa73d106!8m2!3d34.6509724!4d135.575414
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92585-0012+%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E5%B8%82%E6%A3%AE853/@34.4138011,135.3790997,19.5z
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%80%92585-0012+%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E5%B8%82%E6%A3%AE853/@34.4138011,135.3790997,19.5z
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92597-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E5%B8%82%E6%A3%AE%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%98/@34.4137916,135.3757379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000ced58a633695:0x7b26442c85bd7dce!8m2!3d34.4137872!4d135.3779266
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92597-0044+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E5%B8%82%E6%A3%AE%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%98/@34.4137916,135.3757379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000ced58a633695:0x7b26442c85bd7dce!8m2!3d34.4137872!4d135.3779266
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%AB%B8%E5%8F%A3%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7087346,135.5744844,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e045c2c77207:0xde6816d282cc4db7!8m2!3d34.7087346!4d135.5766784
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%AB%B8%E5%8F%A3%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7087346,135.5744844,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e045c2c77207:0xde6816d282cc4db7!8m2!3d34.7087346!4d135.5766784
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0051+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E8%AB%B8%E5%8F%A3%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91/@34.7087346,135.5744844,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e045c2c77207:0xde6816d282cc4db7!8m2!3d34.7087346!4d135.5766784


受
入
事
業
者

番
号

法人名

事業所名
事業種別 地区 所在地 交通アクセス 連絡先 担当者

受入可能時
期

メッセージ

599
（株）レザミ

介護付き有料老人ホームレザミ住道
有料老人ホーム（介護付き） 大東市

〒574-0046
大東市赤井2-19-5

①JR学研都市線「住道」駅より徒歩10分
TEL 072-806-0307
FAX 072-806-0308

竹澤　太郎 随時

・レザミ住道は、介護付き有料老人ホームです。
・介護付き有料老人ホームの事業は、15年前から行っています。
・ベトナム人も働いています。
・スタッフは、大半が女性です。みんな親切に教えてくれます。
・ぜひ当施設で体験してください。

600

（福）正福会

特別養護老人ホーム　くつろぎつる
み荘

特別養護老人ホーム 大阪市
〒538-0033
大阪市鶴見区中茶
屋1-1-10

①JR学研都市線「徳庵」駅より徒歩12分
TEL 06-6914-3877
FAX 06-6914-3878

大平　浩二 随時
当施設は、未経験の方や資格のない方における入職後の資格取得をバックアップしています。知識やスキルの向上、取
得はもちろん大切ですが、まず「入居者」と向き合う支援を目指しており、「人と話をすること」「人と接すること」が大好きな
方、ぜひ一度当施設で介護の仕事を体験してください。

602
（福）桜花会

サクラッコ
就労継続支援B型 泉南市

〒590-0503
泉南市新家1495-1

①JR阪和線「新家」駅より徒歩15分
②JR阪和線「新家」駅より泉南市コミュニティバス
「新家宮」バス停より徒歩3分

TEL 072-415-4879
FAX 072-415-2686

松本　直也 平日のみ

いろんな特徴があるだけで暮らしにくい人たちがいる。その人たちに誰かが手助けしてあげると少しは楽に暮らせるように
なる。そういった手助けを仕事にし、お互いのことを理解しあい支えあえる社会になるようにたくさんの人達を巻き込んでい
きたいと考えています。ぜひ一度、社会福祉法人桜花会に巻き込まれてみませんか？皆様の申し込みをお待ちしておりま
す。

602
（福）桜花会

サクラッコ
居宅介護 泉南市

〒590-0503
泉南市新家1495-1

①JR阪和線「新家」駅より徒歩15分
②JR阪和線「新家」駅より泉南市コミュニティバス
「新家宮」バス停より徒歩3分

TEL 072-415-4879
FAX 072-415-2686

松本　直也 平日のみ

いろんな特徴があるだけで暮らしにくい人たちがいる。その人たちに誰かが手助けしてあげると少しは楽に暮らせるように
なる。そういった手助けを仕事にし、お互いのことを理解しあい支えあえる社会になるようにたくさんの人達を巻き込んでい
きたいと考えています。ぜひ一度、社会福祉法人桜花会に巻き込まれてみませんか？皆様の申し込みをお待ちしておりま
す。

602
（福）桜花会

さくらっこ
生活介護 泉南市

〒590-0503
泉南市新家1495-1

①JR阪和線「新家」駅より徒歩15分
②JR阪和線「新家」駅より泉南市コミュニティバス
「新家宮」バス停より徒歩3分

TEL 072-415-4879
FAX 072-415-2686

松本　直也 平日のみ

いろんな特徴があるだけで暮らしにくい人たちがいる。その人たちに誰かが手助けしてあげると少しは楽に暮らせるように
なる。そういった手助けを仕事にし、お互いのことを理解しあい支えあえる社会になるようにたくさんの人達を巻き込んでい
きたいと考えています。ぜひ一度、社会福祉法人桜花会に巻き込まれてみませんか？皆様の申し込みをお待ちしておりま
す。

603

（NPO）リアライズ

自立生活センター
リアライズ

自立生活援助
相談支援
居宅介護
重度訪問介護

泉大津市

〒595-0071
泉大津市助松町1-
3-33　エクセラート北
助松1F店舗4

①南海本線「北助松」駅より西へ徒歩3分
TEL 0725-22-7716
FAX 0725-22-7746

稗田　一敬 随時

障がいのある人も、障がいの無い人と同じように地域で当たり前に暮らし続けられるように、リアライズに関わる障がいの
ある人とスタッフが一人ひとりの力を合せて自地域での自立生活を応援しています。地域生活に欠かせないバリアフリー
にも取組み、生活に必要な地域に無いサービスは自分たちで創り、不十分な法制度は行政に働きかけて改善していく取
組みも行っています。

603
（NPO）リアライズ

生活介護パイオニア
生活介護 泉大津市

〒595-0071
泉大津市助松町1-
3-33　エクセラート北
助松1F店舗4

①南海本線「北助松」駅より西へ徒歩3分
TEL 0725-90-7775
FAX 0725-22-7746

山本　啓司 随時

障がいのある人も、障がいの無い人と同じように地域で当たり前に暮らし続けられるように、リアライズに関わる障がいの
ある人とスタッフが一人ひとりの力を合せて自地域での自立生活を応援しています。地域生活に欠かせないバリアフリー
にも取組み、生活に必要な地域に無いサービスは自分たちで創り、不十分な法制度は行政に働きかけて改善していく取
組みも行っています。

611
（福）青野ヶ原福祉会

特別養護老人ホーム青都荘
特別養護老人ホーム 大阪市

〒534-0022
大阪市都島区都島
中通3-14-20

①「京橋」駅より徒歩15分
②ＪＲ「野江」駅より徒歩10分
③Osaka Metro谷町線「野江内代」駅より徒歩10分

TEL 06-6926-2351
FAX 06-6926-2352

岩田　幸人
最低３日前にお
申し込みくださ
い。

青都荘は、滋慶学園グループが運営している施設ですので、仕事をしながら学びたい、資格取得をしたいという方には適
した職場です。会社としては実習生を毎年受けているので、気軽に見学、体験をしてください。

611
（福）青野ヶ原福祉会

デイサービスわかば
デイサービス 大阪市

〒534-0022
大阪市都島区都島
中通3-14-20

①ＪＲ「京橋」駅より徒歩15分
②ＪＲ「野江」駅より徒歩10分
③Osaka Metro谷町線「野江内代」駅より徒歩10分

TEL 06-6926-2351
FAX 06-6926-2352

岩田　幸人
最低４日前にお
申し込みくださ
い。

20人規模の通常型デイサービスです。元気に、明るいデイサービス運営を心がけています。
無資格・未経験でも、職場内での教育制度が完備していますので安心してください。

618
（株）オールケアリバティー

オールケアリバティー

居宅介護・重度訪問介護・
同行援護・行動援護

守口市
〒570-0015
守口市梶町1-4-15

①Osaka Metro谷町線「大日」駅下車徒歩10分
②京阪本線「古川橋」駅下車徒歩15分

TEL 06-4397-7993
FAX 06-4397-7994

船越　淳一 随時

オールケアリバティーは、オールケアライフグループの施設へお越しいただいている障がい者の方々のご自宅内及び外出
援助等を行っています。オールケアライフグループは、医療的ケアが必要な重度障害の方を積極的に支援させていただい
ています。支援に当たるためには、福祉の資格が必要になります。無資格の方には、オールケア学院にて、資格取得も可
能です。

619
（株）オールケア守口

オールケア守口
生活介護 守口市

〒570-0012
守口市大久保町5-
39-6

①京阪「大和田」駅より徒歩約15分
TEL 06-6916-0555
FAX 06-6916-0333

吉田　広美
月～土

（祝日可）
9：00～16：00

主に重症心身障がい者、医療的ケアの必要な方々を担当させていただいています。一人ひとりの想いを大切にし、明るく
活気のある施設です。地域交流の機会も多く、地域の一員としてともに笑い支え合う街づくりをめざしています。

620
（株）オールケア旭

オールケア旭
生活介護 大阪市

〒535-0021
大阪市旭区清水4-
3-11

①Osaka Metro今里筋線「清水」駅徒歩5分
TEL 06-6958-3939
FAX 06-6958-6666

内川　恵美
月～土

（祝日可）
9：00～16：00

障がいをお持ちの方の日常生活の場として、受入れしている事業所です。全ての人が、楽しく笑顔で過ごせる場、集団の
楽しさを経験していただき、今日も来てよかったと感じて頂けるサービスを心掛けています。明るく前向きなスタッフが体験
者をお待ちしています。見学体験頂いた方からは、「イメージが変わった！」と喜んで頂ける明るく元気な事業所です。

左端の受入事業所番号の欄がグレーの事業所は障がい福祉事業も行っています。 【全域】38/38
インターンシップの申込みなどのお手伝いをご希望の方はお気軽にご相談ください。

☎06-6762-9006(平日9：00～17：00）

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0046+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E8%B5%A4%E4%BA%95/@34.7081665,135.615281,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ff306687ed7:0xb35e73988859814d!8m2!3d34.7090406!4d135.6167768
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92574-0046+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E5%B8%82%E8%B5%A4%E4%BA%95/@34.7081665,135.615281,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60011ff306687ed7:0xb35e73988859814d!8m2!3d34.7090406!4d135.6167768
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6997442,135.5820561,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e01382164ed3:0x277fe9f8bca45a04!8m2!3d34.6997442!4d135.5842501
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6997442,135.5820561,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e01382164ed3:0x277fe9f8bca45a04!8m2!3d34.6997442!4d135.5842501
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92538-0033+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E8%8C%B6%E5%B1%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90/@34.6997442,135.5820561,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6000e01382164ed3:0x277fe9f8bca45a04!8m2!3d34.6997442!4d135.5842501
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0503+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%AE%B6%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3634635,135.3044447,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000c9dde999f6cf:0x1b0828582ce45808!8m2!3d34.3634531!4d135.3049091
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0503+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%AE%B6%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3634635,135.3044447,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000c9dde999f6cf:0x1b0828582ce45808!8m2!3d34.3634531!4d135.3049091
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0503+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%AE%B6%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3634635,135.3044447,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000c9dde999f6cf:0x1b0828582ce45808!8m2!3d34.3634531!4d135.3049091
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0503+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%AE%B6%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3634635,135.3044447,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000c9dde999f6cf:0x1b0828582ce45808!8m2!3d34.3634531!4d135.3049091
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0503+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%AE%B6%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3634635,135.3044447,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000c9dde999f6cf:0x1b0828582ce45808!8m2!3d34.3634531!4d135.3049091
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92590-0503+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%AE%B6%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91/@34.3634635,135.3044447,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6000c9dde999f6cf:0x1b0828582ce45808!8m2!3d34.3634531!4d135.3049091
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