
　気軽にご参加できる内容です。夏休みや休日、学校での職場体験にご利用ください。

　※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、職場体験が中止又は延期となる場合があります。

　　マスク着用、体験当日の検温など、感染防止対策を行った上で利用してください。

　　（詳細は、各事業所の感染防止対策に従うようお願いします。）

☆電話連絡をする際はこちらを参考に。

　職場体験を希望する事業所が決まったら、直接事業所に連絡をしてください。

　以下の内容を順にお話しください。 ☆「体験希望者用アドレス」からも参加申込可能です。

　以上で受付完了です。

　体験日前日までに参加確認の連絡が入ることがあります。

① 体験内容等

№

② 体験内容等

小学生

高齢者 ① 1～５ 人　／日 中学生

高校生

専門生

大学生

一般

～1 時間／日

高齢者 ① １～５ 人　／日 中学生

高校生

５～６ 時間／日 専門生

② １～３ 人　／日 大学生

一般

５～６ 時間／日

障がい者 ① １～2 人　／日 中学生

高校生

専門生

大学生

３～４ 時間／日 小学生

高齢者 ① ３～４ 人　／日 中学生

高校生

専門生

大学生

5～6 時間／日 小学生

高齢者 ① 4～5 人　／日 中学生

高校生

専門生

5～6 時間／日

4～5 人　／日

　③住所○○○○○ ⑧家族の承諾確認の有無

　④年齢○○才 ⑨事業所までの交通手段

　⑤連絡先○○○○ （電車、バス、徒歩、家族による送迎等）

福祉の職場体験者募集

　①○○学校○年○組 ⑥参加人数○○人

　②お名前○○○○ ➆参加希望日　○月○日 　記入して送信してください。

 「問合せ先」から「担当者」に連絡し、「福祉の職場体験者募集を見た」と伝えてください。

　件名に「福祉職場体験参加希望」と入力し、左の①～⑨の内容を

事業所名 １日当たりの体験時間

事業所の特徴やPRポイント 体験者に伝えたいこと
受入
可能

事業種別 １日当たりの受入人数

所在地　 事業所の受入可能日

問合せ先

　介護老人保健施設の役割を知っ
て頂き、高齢者様の様子、病気や
認知症の理解、接し方を学んで頂
けたらと思います。

湯川２８８ー９ 日曜日以外

0557-35-4165 高久（タカク）

担当者（フリガナ） １日当たりの体験時間

体験希望者用アドレス　　 １日当たりの受入人数

最寄の公共交通機関　　　 事業所の受入可能日

　介護に興味がある方、リハビリ
に興味がある学生さんなど見学も
可能ですので、是非体験へお越し
ください。

mori@tl-wam.or.jp

JR伊東線伊東駅から徒歩３分

2

クラシオン

施設見学
１.１つの建物の中にデイサービス
（通所施設）とグループホーム
（入居施設）があり、両方を体験
することもできます。

通年（要相談）

1

介護老人保健施設いとうの杜 ・利用者様との会話
（コミュニケーション）
・レクリエーションの参加
・軽作業(お茶出し、片づけなど）
※小学生は会話のみ

３～６時間/日 　介護老人保健施設は、利用者様
がお家で生活できるように支援す
ることを目的とした施設です。若
手から経験豊富なスタッフが揃っ
ています。

　高齢者とのふれあいで思いやり
の心を育て、施設の役割を学んで
いただけたらと思います。

末広町６―1 通年（要相談）

0557-36-9069 草山(ｸｻﾔﾏ）鈴木(ｽｽﾞｷ）

　デイサービス・グループホームのご利用
者への介助やレクリエーション活動を可能
な範囲で体験してもらいます。

 　また、ミャンマーからの介護技
能実習生もいて交流が持てます。

care@izukaigo.com 2．伊東市内に他にも５か所施設が
あり、希望があればどこの施設も
見学・体験を受付ます。ＪＲ伊東駅より徒歩１５分

　時間は何時間でも大丈夫です。
気軽に体験に来て下さい。

0557-38-4868 鈴木祥子(ｽｽﾞｷｼｮｳｺ） 　ランチタイムもあり、授産製品
やケーキ類、野菜、果物も販売し
ております。　　　—

東海バス「市役所前」バス停

3

就労継続支援B型事業所喫茶かめりあ ・お水出し
・運び、片づけ
・テーブル拭き
・洗い物

　利用者さんは明るく楽しくお仕
事をしています。大原２ー１ー１　伊東市役所１階 土・日・祝日以外

4

有料老人ホームサンリッチ伊東
・施設見学
・機能訓練参加
・レクリエーション参加

・入居者の意思を尊重して、個別
対応の介護サービスを、必要な都
度提供するよう、日々心掛けてい
ます。

・老人ホームに入居している方の
日常生活を見てもらいます。

岡１７１ー２ 要相談 ・老人ホームでは、どのような職
種があるかを知ってもらいます。0557-35-3022 西城(ｻｲｼﾞｮｳ） ・希望によりターミナルケアを実

施しています。  　    ― ・高齢者の方と話をしたり、レク
リエーションなどを一緒にしま
しょう。伊豆急行線　南伊東駅

　 明るく家庭的な雰囲気であるこ
とに努め、地域や家庭との結びつ
きを大切にしています。伊豆急行線　南伊東駅下車徒歩8分

東海バス　みはらし下車徒歩1分 月～金曜日（祝日除く）

　さらに利用者との交流を深める
ために、コミュニケーションの取
り方を学んでいただければと思い
ます。

5

伊東市介護老人保健施設みはらし
施設見学
概要の理解・基本動作
（食事介助、排泄介助、入浴介助の見学）
移動動作の援助
（移動介助、車椅子移動）

・自宅での生活困難になった方、
病院を退院された方たちが看護、
介護、機能訓練や日常生活を通じ
て在宅復帰できるようにお手伝い
する病院と自宅との中間施設で
す。

・老人保健施設の役割を理解し、
利用者への日常生活支援、基本業
務を体験していただきたいです。岡１８７ 月～金曜日（祝日除く）

0557-37-3804 櫻井賀代子（ｻｸﾗｲｶﾅｺ）

sakuraik@jadecom.jp

②

通所リハビリテーション見学
基本動作（食事介助）
移動動作の援助（移動介助、車椅子移動）
レクレーション参加

【問合せ先】

伊東市役所 社会福祉課 福祉総務係

TEL 0557-32-1531

e-mail:syakai@city.ito.shizuoka.jp 



①

②

4～7 時間／日 小学生

障がい者 ① １～2 人　／日 中学生

高校生

4～7 時間／日 専門生

② 1～2 人　／日 大学生

一般

～５ 時間／日

障がい者 ① 2～3 人　／日 中学生

高校生

1～2 時間／日 専門生

～　 人　／日 大学生

3 時間／日

高齢者 2～３ 人　／日 中学生

高校生

2 時間／日 小学生

高齢者 ① １～3 人　／日 中学生

高校生

3～６ 時間／日 専門生

② 1～3 人　／日 大学生

一般

2～4 時間／日

障がい者 ① ～1 人　／日 中学生

高校生

専門生

大学生

一般

６～７ 時間／日

高齢者 ① １～2 人　／日 中学生

高校生

専門生

大学生

一般

　 大きな農園で柑橘類やさつまい
もその他野菜等を育て販売してい
ます。 　障害を抱えながらも懸命に働く

姿を交流をしながら体験してほし
い。岡１２４４ー１４ 　 障害を持った方々が日々汗を流

し、働く喜びを感じながら生活し
ています。0557-37-1170 根本裕治（ﾈﾓﾄﾔｽﾊﾙ)

雑草刈り等の農園整備

　また、この交流体験を通して自
分自身の生き方を見つめ直す機会
としてほしい。kawai.f@ck.tnc.ne.jp 　また、地域との共生を目指し、

交流を意図的に図っています。
東海バス　大原町バス停

　施設の役割・仕事内容の紹介や車椅子の
操作方法などご相談いただければ対応いた
します。

　介護の場面では、機械や道具の
導入をすすめ、利用者が安心・安
全な生活ができるよう努めており
ます。

nrc-ito@janrc.or.jp

伊豆急行線　南伊東駅徒歩20分 要相談

7

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

障害者支援施設　　伊東の丘いずみ
　利用者と一緒に活動に参加いただくとと
もに生活の様子を見学していただきます。

体験者に伝えたいこと

　障害のある方に対し必要な支援
とは何か一緒に考えることができ
ればと思います。

　様々な資格を持った職員が連携
して利用者の支援を行っていま
す。岡1349-3 要相談

0557-36-6366 山本和寿（ﾔﾏﾓﾄｶｽﾞﾄｼ）

出張
講座

№

事業所名

体験内容等

１日当たりの体験時間

事業所の特徴やPRポイント

6

就労継続支援B型事業所　プラウ

季節毎の農作物の収穫

受入
可能

事業種別 １日当たりの受入人数

所在地　 事業所の受入可能日

問合せ先 担当者（フリガナ）

体験内容等

１日当たりの体験時間

体験希望者用アドレス　　 １日当たりの受入人数

最寄の公共交通機関　　　 事業所の受入可能日

八幡野１０２７ 火・木（他の曜日要相談）

0557-54-9988 稲葉(ｲﾅﾊﾞ）大塩(ｵｵｼｵ）

出張
講座

認知症サポーター養成講座
（小学生も対応可能）

９０分/日 　高齢者の方の心理を理解して接
することが出来るようになって頂
きたい。

伊豆急行線　伊豆高原駅 要相談

9

特別養護老人ホーム伊豆高原十字の園

車いす体験
介護のお仕事見学

　福祉のお仕事の魅力・やりがい
をぜひ体験してください。たくさ
んの「気づき」や「学び」があり
ます。

伊豆急行線　伊豆高原駅より徒歩１５分 通年

　緑豊かな国立公園の中にありま
す。お元気なうちに入居してセカ
ンドライフを楽しんでいただき、
万一認知症や寝たきりになっても
最後まで暮らして頂ける有料老人
ホームです。

1．木々や花に囲まれた自然豊かな
ところにあります。

八幡野１０２８-４ 通年 ２.うれしいお昼ごはん付き！
ぜひ食べてください。
おいしいですよ！0557-54-1613 磯崎　亮(ｲｿｻﾞｷﾘｮｳ）

上記１内容＋
利用者さんの生活のお手伝い
※お昼ごはん付き

　福祉の仕事への関心を持ってい
ただければ嬉しいです。

juuji-sw@i-younet.ne.jp ３．伊豆高原駅から送迎可（要事
前連絡）まずは希望体験の日をご
相談ください。

8

伊豆高原<ゆうゆうの里>

①
・施設見学
・高原クラブ（デイサービス）
・車椅子体験

oshio-tk@yuyunosato.or.jp 1クラス単位（30人程度）

　今後、超高齢化社会を迎えま
す。高齢者の方と接する場面も数
多くあります。

yamamomo@y9.dion.ne.jp 　その人の目的を実現するために
様々な作業を提供し、社会参加や
生活の質向上を目的とした施設で
す。

　その気づきや関心から福祉の仕
事への興味につながってほしいと
思います。

伊豆高原駅～東海バス
「大室山荘」バス停から徒歩３分

11

グループホーム三山ホーム伊東
・認知症のかたとの関わり方
・車椅子の体験等

　伊豆高原の緑豊かな所にあるグ
ループホームです。高齢の利用者
さん１８名が一緒に生活していま
す。
お掃除や食器ふきなど職員と一緒
に出来ることは、やって頂いてま
す。

　認知症について理解していただ
きたいと思います。

10

ワークセンターやまもも
作業体験
・手芸作業
・軽作業

　ワークセンターやまももは、一
般企業への就職を目指している人
や、生活リズムを身につけるため
作業に取り組んでいる人など、約
４０名の人が利用しています。

　障害のある方と一緒に作業やお
話をする中で、その人が持ってい
る力や熱心に作業に取り組む姿勢
など、多くのことを気づき福祉の
ことに感心を持ってほしいです。

八幡野１２５９-２１ 要相談（土、日除く）

0557-55-0055 常山孔介（ﾂﾈﾔﾏｺｳｽｹ）

　ホームのモットーは、「そのひ
とらしく、笑顔をたいせつに」で
す。

八幡野１２６１-１４ 通年

0557-51-1012 石田(ｲｼﾀﾞ）

miyamasakosan@yahoo.co.jp

伊豆高原駅より東海バスにて
「大室山荘」下車徒歩3分


