
電話番号
ＦＡＸ番号

0852-61-1154
0852-61-0054
0852-29-3400
0852-27-3402
0852-31-8014
0852-67-6438
0852-24-7533
0852-24-9206
0852-28-1950
0852-27-1950
0852-54-2233
0852-54-2237
0852-34-9090
0852-34-1900
0852-27-8893
0852-27-5105
0852-28-1388
0852-28-1384
0852-52-4484
0852-67-1004
0852-52-3330
0852-52-5296
0852-52-6181
0852-52-5296
0852-52-3330
0852-52-5296
0852-31-9036
0852-31-9038
0852-66-3012
0852-66-1004
0852-31-4165
0852-27-6982
0852-20-2552
0852-27-4456
0852-62-8500
0852-62-8504
0852-88-3302
0852-88-3312
0852-88-9015
0852-88-9012
0852-24-4875
0852-24-4876
0852-55-8969
0852-21-7700
0852-85-7700
0852-85-3702
0852-82-9710
0852-82-9251

日曜日

土・日・祝

土・日・祝

いつでも

日曜日

日曜日

土・日・祝

日曜日

日曜日

土・日

水・日不可

なし

なし

施設の休業日等

土・日・祝不可

なし

日曜日

土・日・祝

土・日・祝

土・日・祝

お盆、土・日

介護体験 夏休み中　1～2名

24 松江市 あとむ苑 朝倉佑介 松江市鹿島町北講武885-6 特別養護老人ホーム 入所者と話し相手、シーツ交換 平日3名まで

23 松江市 ゆうなぎホーム 杠　健造 松江市島根町野波2315-3 特別養護老人ホーム

夏祭り準備 7/31　4名程度

22 松江市 すまいる苑・デイサービスセンター 土佐恵美子 松江市法吉町626-1
特別養護老人ホーム

デイサービス
利用者とコミニュケーション、
介護体験

平日　あわせて5名程度

21 松江市 厚生センター八雲 槙野駿平 松江市上乃木7-1-28 特別養護老人ホーム

利用者との交流 夏休み期間　2名程度

20 松江市 あいかの里デイサービスセンター 加藤祐子 松江市岡本町1138-1 デイサービス 利用者との交流、お茶出し等 7/22-26　　2名程度

19 松江市 大野の郷 田中秀明 松江市大野町167 特別養護老人ホーム

レクの手伝い 7/25-8/24　2名程度

18 松江市 たまゆの杜 山崎知良 松江市玉湯町湯町1924-1 特別養護老人ホーム 介護体験 2名程度

17 松江市 学園デイサービス 三原徳子 松江市学園2丁目7-16 デイサービス

介護体験等 8/1～2　2名程度

16 松江市 詔光の里 奥原裕美 松江市山代町934-1 特別養護老人ホーム 利用者とコミニュケーション 2名程度

15 松江市 ゆめハウス 多久和・野津 松江市宍道町西来待2071-1 特別養護老人ホーム

利用者とのコミニュケーショ
ン、レクの手伝い

平日2名程度

14 松江市 夢楽の郷 大塚悦子 松江市山代町933-9 ケアハウス 七夕つくり 8/7　6名程度

13 松江市 東寿苑 菅井里美 出雲郷493 特別養護老人ホーム

利用者とのコミニュケーショ
ン、レクの手伝い

平日2名程度

12 松江市 グループホームあしたか 杠　立子 出雲郷493 グループホーム
利用者とのコミニュケーショ
ン、レクの手伝い

毎日

11 松江市 東寿苑デイサービス 斎藤文章 出雲郷493 デイサービス

話し相手、レクの手伝い、ドラ
イヤー援助、お茶出しなど

随時2名程度

10 松江市 憩いデイサービス 田辺誠二 東出雲町下意東2810-2 デイサービス
利用者とのコミニュケーショ
ン、レクの手伝い

平日2名程度

9 松江市 せいきょう幸町デイサービス 瀬上賀代 松江市幸町1571 デイサービス

クラブ活動の手伝い 平日2名程度

8 松江市 法吉デイサービスセンター 山根達男 松江市西法吉町35-20 デイサービス 介護体験 いつでも2名程度

7 松江市 ケアハウス回生館 槇原知恵子 松江市新庄町1174 ケアハウス

環境整備、コミニュケーショ
ン、レク

8/1-9、8/19-30

6 松江市 やくも光陽の里 石田　亘 松江市八雲町東岩坂806 特別養護老人ホーム 利用者との交流 平日2-3名程度

5 松江市 津田の里 菅　明美 西津田十丁目19-50 特別養護老人ホーム

塗り絵、間違い探しレク、体操 9時から16時　2名程度

4 松江市 古志原ヒルズ 伊達隆春 松江市古志原4-19-43 ケアハウス リクリエーションの手伝い 8/7-9　2名程度

3 松江市 生協ふれあいデイサービスセンター 松崎美奈子 松江市西津田町7-14-21 デイサービス

8月中、2名程度

2 松江市 うぐいす苑 武田和也 松江市西法吉町36-1 特別養護老人ホーム レクの参加、介護現場の見学 いつでも可　2名程度

体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

1 松江市 あさひ乃苑 岡田昌治 松江市古志町191-10 小規模特養・多機能 利用者との交流

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要



電話番号
ＦＡＸ番号

施設の休業日等体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要

0852-82-9250
0852-82-9251
0852-36-3010
0852-36-3011
0852-73-9200
0852-73-9211
0852-34-0110
0852-34-0900
0852-66-0266
0852-66-0233
0852-76-9100
0852-76-9101
0852-31-3666
0852-31-3341
0852-25-6022
0852-61-4150
0852-59-5810
0852-60-0201
0852-33-9080
0852-99-9081
0852-60-9987
0852-60-9022
0852-24-3918
0852-24-3918
0854-23-8230
0854-23-8231
0854-27-0880
0854-27-0881
0854-37-1800
0854-37-0444
0854-32-9071
0854-32-9051
0854-32-9050
0854-32-9051
0854-32-9100
0854-32-9101
0854-28-6220
0854-28-6223
0854-22-2877
0854-22-2884
0854-22-1234
0854-22-5827
0854-32-3111
0854-32-3110
0853-23-0078
0853-23-8544
0853-43-3228
0853-43-3933

特になし

日曜日

年中無休

日・金曜日

土日

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

日曜日

土・日・祝

土、日、祝は不可

土、日、祝は不可

土、日、祝は不可

土、日、祝は不可

高齢者の話し相手、レク手伝い 日曜日以外いつでも　2名程度

48 出雲市 みどりの郷　湖陵 勝部久美子 出雲市湖陵町三部1231-1 デイサービス 職場体験 夏休み期間中2～3名/1日

47 出雲市 あすなろ通所介護事業所 日野　祐 出雲市白枝町395-2 デイサービス

利用者の方との交流
8/2（金）9：30～16：00
10名程度

46 安来市 小規模多機能センターひだまりの里 宇山　広 安来市広瀬町帳80-3 介護保険対象者の小規模多機能 話し相手等
夏休み中随時
2名程度

45 安来市 介護老人保健施設
昌寿苑 廣江隆能 安来市安来町899-1
介護老人保健施設

通所リハビリ

夕涼み会の準備 7月末予定、4名程度

44 安来市 鴨来荘 周藤裕美 安来市月坂町563 養護老人ホーム 夏祭り準備、参加 8/6　2～4名

43 安来市 しらさぎ苑 山本邦弘 安来市古川町829-1 特別養護老人ホーム

介護体験 8/1-2　2.3名程度

42 安来市 広瀬デイサービスセンター 加納美保 安来市広瀬町広瀬1911-1 デイサービス 介護体験 8/1-2　2.3名程度

41 安来市 太陽デイサービスセンター 田中綾子 安来市広瀬町下山佐330-3 デイサービス

介護業務体験 4名程度

40 安来市 尼子苑 金山ちあき 安来市広瀬町下山佐330-3 特別養護老人ホーム 介護体験 8/1-2　2.3名程度

39 安来市 ふるさと母里 松浦篤子 安来市伯太町東母里482-2 グループホーム

利用者との交流 1～2名程度

38 安来市 せせらぎの里デイサービスセンターよしだ 梶間美恵 安来市下吉田町286-1 デイサービス 介護体験 2名程度

37 安来市 デイサービスセンターふれあい 山崎伸枝 安来市飯島町1205-1 デイサービス

行事手伝い 7/25　2名

36 松江市 グループホーム　ウエル・アイ 竹内美恵子 松江市山代町421-1 介護保険対象者のグループホーム 行事手伝い 8/17,18　2名

35 松江市 小規模多機能ホーム　ウエルアイ 黒川邦江 松江市山代町402-3 小規模多機能居宅介護

利用者とのコミュニケーション
夏休み中１日
2名程度

34 松江市 グループホーム　まごころの家いんべ 森文子 松江市東忌部町900-2 認知症対応型共同生活介護 一緒に歌やお茶
夏休み中随時
2名程度

33 松江市 グループホーム　まごころの家こしばら 中山奈美 松江市古志原5-13-69 認知症対応型共同生活介護

利用者の方との話し相手、レク
リエーション

平日
9：00～12：00  ２名程度

32 松江市 グループホーム　まごころの家 澤田寿美 松江市古志原1-14-1 認知症対応型共同生活介護 ウエス切、盛り付け等
夏休み中随時
2名程度

31 松江市 介護老人保健施設
ナーシングセンターあけぼの 和沙幸宏 松江市大庭町884-1 介護老人保健施設

利用者の方との話し相手、レク
リエーション等

8/5～8/9
9：00～16：00  ２名程度

30 松江市 介護老人保健施設
福寿苑 脇田静夫 松江市八束町波入614-9
介護老人保健施設

通所リハビリ
利用者の方との話し相手、レク
リエーション等

8/7～8/8
9：00～16：00  ２名程度

29 松江市 介護老人保健施設
ケアセンター喜南 三島智之 松江市宍道町白石129-2 通所リハビリ

介護業務体験 8/5-9の間1日　2名程度

28 松江市 介護老人保健施設
ライフケア回春苑 森　龍 松江市新庄町1172
介護老人保健施設

通所リハビリ
リハビリ体験
イベント準備・参加等

7/29～8/2・8/5～9・8/13～16
9：00～16：00  3名程度

27 松江市 デイサービスセンターえびすの郷 名越隆之 松江市美保関町美保関869-10 デイサービス

利用者とコミニュケーションの
手伝い

平日3名まで

26 松江市 明翔苑 村上恭枝 松江市西浜佐陀町1399-34 ショート おやつ作り 8/4～10の間の1日　2名程度

25 松江市 デイサービスセンターあとむ苑 遠藤亮二 松江市鹿島町北講武885-6 デイサービス



電話番号
ＦＡＸ番号

施設の休業日等体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要

0853-72-9313
0853-72-4030
0853-53-2707
0853-53-2755
0853-22-8706
0853-22-7267
0853-22-8706
0852-22-7267
0853-72-9200
0853-72-9739
0853-72-9200
0853-72-9739
0853-21-6969
0853-24-3322
0853-43-8955
0853-43-0995
0853-63-3650
0853-63-2665
08512-2-0541
08512-5-5349
0853-22-8659
0853-25-0750
0853-23-6149
0853-23-8749
0853-69-1211
0853-67-0457
0853-69-1211
0853-67-0457
0853-24-8041
0853-24-8114
0853-86-2977
0853-86-2978
0853-24-6001
0853-24-6621
0853-72-5110
0853-72-5192
0853-67-9180
0853-67-9181
0853-69-1211
0853-67-0457
0854-43-8008
0854-43-8007
0854-43-8008
0854-43-8007
0854-43-8008
0854-43-8007
0854-49-7228
0854-49-8060

特になし

土・日不可

日曜日

土、日、祝は不可

土、日、祝は不可

日曜日（受入不
可）

特になし

日曜日

日曜日

土日、祝日

土・日・祝

土・日・祝

土・日

土・日

日曜日

日曜日

日曜日

利用者との交流 8月中　2名程度

72 雲南市 養護老人ホーム宇寿荘 土谷剛志 雲南市加茂町加茂中928 養護老人ホーム 入居者とふれあい 8/5-30　2名

71 雲南市 デイサービスゆけむりの里 嘉藤　彰 雲南市大東町新庄286-9 認知症対応型デイ

利用者との交流 8月中　2名程度

70 雲南市 デイサービス新庄 嘉藤　彰 雲南市大東町新庄286-1 デイサービス 利用者との交流 8月中　2名程度

69 雲南市 デイサービスほっと 嘉藤　彰 雲南市大東町新庄283-1 デイサービス

介護・食事作り・レクリエー
ション

随時

68 出雲市 グループホーム　るんびにぃ苑 七海由美子 出雲市園町2606-1 介護保険対象者のグループホーム 介護助手
8/10,13、20,27
2名程度

67 出雲市 小規模多機能居宅介護　もくせい 増原智子 出雲市美野町504 小規模多機能居宅介護

行事の手伝い　利用者の方との
話し相手、レクリエーション等

未定（決定次第連絡）
10：00～16：00  ２名程度

66 出雲市 金太郎の家 竹内一子 出雲市斐川町学頭1463-10 デイサービス デイサービス介護助手 夏休み中　随時　２名程度

65 出雲市 介護老人保健施設
もくもく 福代美津子 出雲市江田町278 介護老人保健施設

利用者との会話、食事準備、レ
クリエーションの手伝い等

8/25
16：30～20：15  ２名程度

64 出雲市 老人保健施設たき 本田浩美 出雲市多伎町小田５０番地７
介護老人保健施設

通所リハビリ
リハビリ体験
レクリエーション

8/8（木）
9：30～15：45  4名程度

63 出雲市 介護老人保健施設
ケアセンターかんど
山根正範
原　悟司

出雲市西新町２丁目２４５７-３番地
介護老人保健施設

通所リハビリ

介護体験 8/7.16.21　2名程度

62 出雲市 デイサービスセンターるんびにぃ苑 田中敦司 出雲市園町2606-1 デイサービス 介護体験 夏休み期間中随時　2名程度

61 出雲市 るんびにぃ苑 安食佳美 出雲市園町2606-1 特別養護老人ホーム

車いす掃除 7/29-31　2名程度

60 出雲市 サテライトおやま 今岡祥子 出雲市小山町456-1 特別養護老人ホーム シーツ交換、車いす掃除 7/29-31　2名程度

59 出雲市 天神 勝部正子 出雲市帝人長163-9 特別養護老人ホーム

利用者と交流、行事手伝い 3名程度

58 出雲市 静和園 井上聖史 隠岐の島町栄町1088 特別養護老人ホーム 盆踊りの準備 8/19　2名程度

57 出雲市 万田の郷 矢野 出雲市万田町692-2 特別養護老人ホーム

8/3　夏祭り　5名、介護体験は
いつでも可

56 出雲市 デイサービスセンター湖水苑 向村民一 出雲市湖陵町差海318-1 デイサービス お年寄りさんとの会話、体操 平日2名程度

55 出雲市 もくもく苑 山本由紀子 出雲市矢野町845 特別養護老人ホーム

介護体験 2名程度

54 出雲市 斐川サンホーム通所介護事業所 宇野淳子 出雲市斐川町学頭1360-1 デイサービス 介護体験 2名程度

53 出雲市 斐川サンホーム 小林大介 出雲市斐川町学頭1360-1 特別養護老人ホーム

利用者と話し相手 3名

52 出雲市 清流園 飯塚郁子 出雲市大津町3529 特別養護老人ホーム レクの手伝い、夏祭り手伝い いつでも可、8月斐伊川花火の日

51 出雲市 清流園地域密着型介護老人福祉施設 持田　享子 出雲市大津町3529 特別養護老人ホーム

利用者とのコミニュケーショ
ン、レクの補助

7/24-25　2名程度

50 出雲市 みせんの里デイサービスセンター 日野綾子 出雲市大社町遥堪65-2 デイサービス レクリエーション 8/5-9　2名程度

49 出雲市 なのはな園デイサービスセンター 須田美樹 出雲市斐川町上直江1829-1 デイサービス



電話番号
ＦＡＸ番号

施設の休業日等体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要

0854-62-1811
0854-62-9052
0854-49-6555
0854-49-9426
0854-49-9020
0854-49-9021
0854-45-0251
0854-45-0252
0854-49-9500
0854-49-6926
0854-42-4165
0854-42-2418
0854-75-0346
0854-75-0456
0854-42-3660
0854-42-3670
0854-42-5616
0854-42-8322
0854-42-5616
0854-42-8322
0854-43-6555
0854-43-6540
0854-43-6555
0854-43-6540
0854-43-6555
0854-43-6540
0854-45-0101
0854-45-0102
0854-49-8426
0854-49-8533
0854-57-0101
0854-57-0107
0854-52-2572
0854-52-2568
0854-52-2560
0854-52-2568
0854-52-2567
0854-52-2568
0854-56-0081
0854-56-0083
0854-54-0050
0854-54-0050
0854-54-9230
0854-54-0050
0854-72-0214
0854-72-0261
0854-72-1124
0854-72-1125

84

日曜日

特になし

なし

日曜日

日曜日不可、
8/14,15不可

特になし

日曜日

土・日・祝

土・日・祝

土、日、祝は不可

日曜日不可

日曜日不可

特になし

特になし

特になし

日曜日

日曜日

土日曜日

土日

土日

土・日

利用者と会話 8/5-9　2名程度

96 飯南町 頓原デイサービスセンター 倉橋直之 飯石郡飯南町佐見45 デイサービス 利用者と会話 8/5-9　2名程度

95 飯南町 愛寿園 三嶋大樹 飯石郡飯南町佐見45 特別養護老人ホーム

話し相手など 日曜日以外２名程度

94 奥出雲町 小規模多機能型居宅介護ふるさと風の家 小笠原弘尊 仁多郡奥出雲町三沢927-58 小規模多機能型居宅介護事業所 話し相手など いつでも２名程度

93 奥出雲町 デイサービス奥出雲ふるさとの杜 安郷清美 仁多郡奥出雲町三沢927-58 認知症対応型デイサービス

介護体験等、話し相手 夏休み期間2～3名

92 奥出雲町 あいサンホーム 松島京子 奥出雲町上阿井404-1 特別養護老人ホーム 納涼祭の手伝い 7/19.20　2.3名程度

91 奥出雲町 むらくも苑 木地谷実栄 奥出雲町稲原57-1 特別養護老人ホーム

お話、作業補助 夏休み期間2～3名

90 奥出雲町 デイサービスセンターにこにこ 高橋寛光 奥出雲町稲原57-1 デイサービス 介護体験、お話 夏休み期間2～3名

89 奥出雲町 デイサービスセンターほのぼの 山脇邦子 奥出雲町稲原57-6 デイサービス

レク活動参加
夏休み中随時2名程度

88 奥出雲町 玉峰苑 内田直美 奥出雲町亀嵩1401-3 養護老人ホーム 納涼祭の手伝い、利用者援助 8/4　3～5名

87 雲南市 グループホーム　加茂の郷 高野ひとみ 雲南市加茂町南加茂706-4 介護保険事業のグループホーム

話し相手、作業補助
夏休み中
1日2名程度

86 雲南市 デイサービスだんだん 片寄真由美 雲南市三刀屋町伊萱40-6 介護保険事業のデイサービス 利用者様との交流、介護助手 夏休み中随時2名程度

85 雲南市 カルチャーセンターあおぞら 石原正樹 雲南市大東町下阿用489 デイサービスセンター

話し相手、作業補助
夏休み中
1日2名程度

雲南市 老人グループホームとぎしの家 上代由美子 雲南市大東町東阿用83-1 グループホーム 話し相手、作業補助
夏休み中
1日2名程度

83 雲南市 老人デイサービスセンターあおぞらの家 上代由美子 雲南市大東町東阿用83-1
認知症対応型

デイサービスセンター

介護補助
夏休み中
１名

82 雲南市 グループホーム　やわらぎ 佐藤寛子 雲南市木次町里方84-53 介護保険事業のグループホーム 介護補助
夏休み中随時
2名程度

81 雲南市 デイサービス　やわらぎ 田中元気 雲南市木次町里方84-53 介護保険事業のデイサービス

行事の準備 いつでも　1名

80 雲南市 介護老人保健施設
ケアセンターきすき 濱田綱一 雲南市木次町山方１１１１番地 通所リハビリ
利用者の方との話し相手、レク
リエーション

7/30　8/6
9：00～16：00  各２名程度

79 雲南市 ケアポートよしだ 宮本瑠美子 雲南市吉田町深野84-6 デイサービス

利用者と交流、活動のお手伝い 平日、1～3名程度

78 雲南市 さくらんぼの家 木次順一 雲南市木次町東日登345-1 特別養護老人ホーム 茶話会準備、レクの手伝い 8/5-7　2名程度

77 雲南市 笑寿苑 城　高宏 雲南市加茂町加茂中915 特別養護老人ホーム

活動の手伝い 月～度2.3名程度

76 雲南市 みとやの郷 障子弘敏 三刀屋町乙加宮3400-2 特別養護老人ホーム 入所者と話し相手 2名程度

75 雲南市 デイサービスセンターほほえみ 青木清子 雲南市加茂町加茂中928 認知症デイ

介護体験、レク補助 8/1-9、8/18-20の間　2名

74 雲南市 加茂デイサービス 鳥目美乃 雲南市加茂町宇治328 デイサービス 介護体験 月～土2名程度

73 雲南市 えがおの里 清水恵子 雲南市掛合町 特別養護老人ホーム



電話番号
ＦＡＸ番号

施設の休業日等体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要

0854-72-0800
0854-72-1011
0854-73-0362
0854-73-9398

0854-76-9216

0854-76-2027

0854-82-0291
0854-82-0388
0854-82-2830
0854-82-2986
0854-82-7476
0854-82-9379
0854-85-8553
0854-85-7096
0854-83-7222
0854-83-1220
0854-85-2015
0854-85-2016
0854-82-3301
0854-82-1591
0854-85-8181
0854-85-7575
0855-82-7736
0855-82-7724
0855-82-2500
0855-82-2600
0855-75-8185
0855-75-1600
0855-82-2841
0855-82-2842
0855-75-1870
0855-75-1871
0855-82-2163
0855-82-2170
0855-95-0001
0855-95-0003
0855-95-2777
0855-95-3275
0855-82-1717
0855-83-1700
0855-83-2011
0855-83-2009
0855-83-2050
0855-83-2052
0855-53-5007
0855-53-5016
0855-54-3100
0855-54-3101

日曜日8/13-15

8/6.7　5名程度

介護体験 8/2-27　1-2名程度 土日

120 江津市 ミレ青山 小笹千穂 江津市二宮町神主1964-31 養護老人ホーム 夏祭り準備、参加

119 江津市 故郷―敬川 橋川　亘 江津市敬川町1-2 特別養護老人ホーム

日曜日

118 邑南町 介護療養型老人保健施設
ケアセンター三笠 上田隆志 邑南町上田所39-5
介護老人保健施設

通所リハビリ
利用者とのふれあい

8/5～8/9
9：00～15：30  2名程度

土日不可

8/1－15の間、2名程度 土日

117 邑南町 瑞穂西デイサービスセンター 洲濱美歩 邑南町上亀谷2181-1 デイサービス 夏休み期間3名程度

利用者との対話、レクの手伝い 2名程度、9-17
土・日・祝13-16
日

116 邑南町 ゆめあいの丘 栗原英智 邑南町上亀谷2180-2 特別養護老人ホーム レクリエーション

115 邑南町 香梅苑 邑南町矢上347 養護老人ホーム

土・日・祝

114 邑南町 桃源の家 秋田倫告 邑南町中野574-3 特別養護老人ホーム 職員の業務補助 7/29～8/9　　2名程度

日曜日

日曜日

113 美郷町 まほろば大和 宮脇・藤岡 美郷町都賀本郷158-1 養護老人ホーム 7/20～8月中

日曜日

日曜は不可

土、日、祝は不可

特になし

特になし

特になし

日曜日

日曜日

介護体験、交流 7/24-8/5　1名程度112 美郷町 双葉園 高橋聖子 美郷町滝原167-1 特別養護老人ホーム

なごみカフェのお手伝い 8/14、2名程度

111 美郷町 つくし苑 藤原英樹 美郷町潮村300-1 デイサービス 利用者の話し相手、体操・レク 夏休み期間いつでも2名程度

109 美郷町 ハートランド双葉園 池之平加代子 美郷町長藤745-5 特別養護老人ホーム

利用者との話し相手、レクリ
エーション

７月下旬～８月上旬までの一日
10：00～16：00  ２名程度

108 大田市 小規模多機能ホームすずらん 森山恵子 大田市大田町大田イ2759-55 小規模多機能居宅介護 介護助手
夏休み中随時
2名程度

107 大田市 介護老人保健施設
たてがみの郷 吉田洋子 大田市波根町１２９０番地1
介護老人保健施設

通所リハビリ

介護体験、交流 8/1-31　2名程度

106 大田市 介護老人保健施設
恵寿苑 森岡育代 大田市大田町大田イ860-3
介護老人保健施設

通所リハビリ
利用者の方との話し相手、レク
リエーション

8/6～8のいずれか１日
8：45～15：30  １～２名

105 大田市 ビラたかやま 木村　浩 大田市祖式町546-1 デイサービス

利用者とのコミニュケーショ
ン、レク

いつでも2名程度

104 大田市 サンライズさつか 三谷孝司 大田市久手町刺鹿1902-2 高齢者の手伝い いつでも　2-3名

103 大田市 ビラあさやま 宅和　貢 大田市朝山町朝倉706-1 デイサービス

介護体験 8/6-8　2名程度

102 大田市 ビラおおだ 長島菜祐 大田市川合町川合1081-2 ケアハウス 入居者との交流、行事の手伝い 随時、2名程度

101 大田市 眺峰園 高田泰徳 大田市川合町吉永1025-1 特別養護老人ホーム

介護助手 随時１名程度

100 大田市 大田市福寿園 那須野智幸 大田市川合町川合2477-1 養護老人ホーム 入園者と交流、レクの補助 2名程度

99 飯南町 小規模多機能型居宅介護事業所　「ブナの木」 深石加代子 飯石郡飯南町小田276-1 介護事業所

喫茶の日 8/23　2名程度

98 飯南町 小規模多機能型居宅介護事業所　庵 深石加代子 飯石郡飯南町八神639-1 介護事業所 介護助手 随時１名程度

97 飯南町 琴引の里 嶋岡由里子 飯南町頓原2001 養護老人ホーム

見守り、利用者とのコミニュ
ケーション

夏休み間、1名110 やすらぎの里別府美郷町 美郷町別府8-5 デイサービス



電話番号
ＦＡＸ番号

施設の休業日等体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要

0855-52-5100
0855-52-3882
0855-22-8771
0855-22-8748
0855-45-0181
0855-45-0978
0855-26-0333
0855-26-0337
0855-26-0881
0855-26-0337
0855-26-0348
0855-26-0337
0855-25-5002
0855-25-5003
0855-26-0002
0855-26-0066
0855-26-0002
0855-26-0066
0855-27-1025
0855-27-1097
0855-42-1888
0855-42-0088
0855-25-5151
0855-25-5152
0855-24-8800
0855-24-8800
0855-42-2200
0855-42-2211
0856-24-0264
0856-24-0332
0856-52-3200
0856-52-3201
0856-31-1666
0856-22-7349
0856-31-2345
0856-31-2348
0856-31-2345
0856-31-2348
0856-23-1660
0856-23-3505
0856-31-5037
0856-31-5038
0856-52-2338
0856-52-2370
0856-29-0085
0856-29-0072
0856-22-7256
0856-23-4177

8/8-10　1名

介護助手、レクの手伝い 2名程度 日曜日

144 益田市 益田市訪問介護事業所 菊野美子 益田市須子町3-1 訪問事業所 訪問介護、同行訪問

143 益田市 デイサービスセンター共楽苑 岡崎正興 益田市桂平町107-3 デイサービス

日曜日

142 益田市 春日荘 大畑　圭 益田市水戸町都茂1871-2 養護老人ホーム 介護体験 土日祝日

いつでも可

141 益田市 デイサービスセンター清流苑 三浦真由美 益田市神田町イ197-2 デイサービス 介護体験 1～2名程度

入浴後の整容、利用者とコミ
ニュケーション

2名以内 日曜日

140 益田市 コーポ「ますだ」 篠原千春 益田市高津4丁目27-7 軽費老人ホーム 話し相手、ゲーム参加

139 益田市 くしろデイサービスセンター 高津美鈴 益田市久城町531 デイサービス

土・日不可

138 益田市 くしろ宝寿苑 藤井佐智子 益田市久城町531 特別養護老人ホーム
入浴後の整容、利用者とコミ
ニュケーション

2名以内 なし

8月前半の行事に合わせ、3名程度 土・日・祝不可

137 益田市 デイサービスセンターひれふり苑 三浦美穂 益田市大草長1088-10 デイサービス おやつづくり 8/5-9　2名程度

利用者とのふれあい、
ゲームの手伝い

7/22-8/10、8/16-31　2名程度 日曜日、8/12-15

136 益田市 美寿苑 佐々木　康 益田市水戸町都茂 特別養護老人ホーム
地域貢献サロン、
入所者とふれあい

135 益田市 デイサービスセンター七尾苑 岩崎さゆり 益田市昭和町11-20 デイサービス

土、日、祝は不可

134 浜田市 介護老人保健施設
さざんか 神本裕美 浜田市金城町七条ハ　403
介護老人保健施設

通所リハビリ
利用者の方との話し相手、レク
リエーション

8/19～8/23
9：00～16：00  ２名程度

土、日、は不可

要相談　2名程度

133 浜田市 介護老人保健施設
夕陽ケ丘 久保田耕治 浜田市国分町955-1
介護老人保健施設

通所リハビリ
話し相手・レクリエーション・
配膳下膳・シーツ交換補助等

平日9：30～15：30
２名程度

高齢者と交流 いつでも可　2名程度 日曜日

132 浜田市 グループホームみんなの家 岩元沙紀 浜田市熱田町1227 グループホーム 利用者と交流

131 浜田市 かなぎ園 小田由起子 浜田市金城町7条イ1046-5 特別養護老人ホーム

土日

130 浜田市 松風園 大田　等 浜田市西村町1031-1 養護老人ホーム ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、納涼祭の手伝い 納涼祭8/10頃、その他いつでも なし

8/1～15　2名程度

129 浜田市 デイたんぽぽ 大田　茜 浜田市長浜町1900 デイサービス 利用者との交流 8/5-9　2名程度

介護補助、コミニュケーション 1-2名程度 土・日

128 浜田市 たんぽぽの里 赤迫忠信 浜田市長浜町1900 特別養護老人ホーム 生活支援

127 浜田市 グループホーム　美川の郷 川神丈尚 浜田市内村町843 グループホーム

土・日、8/13-15

126 浜田市 グループホームみかわ 岡本和美 浜田市内村町365-4 グループホーム 介護補助、コミニュケーション 1名 土・日

1-2名程度 土・日

125 浜田市 美川デイサービスセンター 佐々木龍一 浜田市内村町365-4 デイサービス 介護補助、コミニュケーション 1-2名程度

高齢者とふれあい、夏祭り準
備、参加

8/1-8　2名程度 土・日

124 浜田市 美川苑 中島克枝 浜田市内村町365-7 特別養護老人ホーム 介護補助、コミニュケーション

123 浜田市 長寿苑 服部順一 浜田市旭町今市1039 養護老人ホーム

土、日、祝は不可

122 浜田市 緑ヶ丘デイサービスセンター 島田健二 浜田市浅井町122-2 デイサービス 介護体験、レク補助 盆以外、2～3名 8/14.15.16

121 江津市 島根県済生会介護老人保健施設高砂ケアセンター 堤　富子 江津市江津町1110-15 介護老人保健施設
利用者の方との話し相手、レク
リエーション

平日
9：00～16：00  ２名程度



電話番号
ＦＡＸ番号

施設の休業日等体験内容 体験可能日時･人数

令和元年度「夏休み介護の職場(仕事)体験事業」実施可能施設・事業所一覧　　　　

番号 市町村名 体験先施設・事業所名 担当者 施設・事業所所在地 施設概要

0856-22-8588
0856-22-5070
0856-25-7778
0856-31-4520
0856-25-7779
0856-31-4520
0856-22-5200
0856-22-5307
0856-28-8125
0856-28-8126
0856-25-2515
0856-31-5202
0856-29-0085
0856-29-0072
0856-22-8588
0856-22-5070
0855-72-2950
0855-72-2950
0856-77-0234
0856-77-1863
08514-6-0150
08514-6-1978
08514-6-0150
08514-6-1978
08512-5-2183
08512-5-3150
08512-6-3200
08512-6-3211
08512-2-7500
08512-2-7510

平日9時～16時
1名程度

土日祝お盆受け入
れ不可

デイサービス 利用者との交流 夏休み期間 日曜日158 隠岐の島町 住吉デイサービスセンター 藤川美恵子 隠岐の島町都万

159 隠岐の島町 介護老人保健施設ともいきの郷 福山尚子」 隠岐郡隠岐の島町栄町　975-2

介護体験

介護体験養護老人ホーム

介護老人保健施設
レクリエーション、ご利用者と
のコミュニケーションなど

7/29-8/9　1～2名

157 隠岐の島町 清松園 斉賀孝史 隠岐の島町郡588-1 7/22-8/31　3名程度 土・日・祝

デイサービス 介護体験 7/29-8/9　1～2名 日・木不可

156 西ノ島町 みゆき荘 平木　亘 西ノ島町美田3078-19 養護老人ホーム

養護老人ホーム 夏祭りの準備 8/2-3　2名程度

155 西ノ島町 みゆき荘デイ 関谷　学 西ノ島町美田3078-19

154 吉賀町 銀杏寮 佐々木順一郎 吉賀町六日市263

勝田国子 邑智郡川本町川本376-4 介護保険対象者のグループホーム 介護助手
夏休み中随時
2名程度

特になし153 川本町 グループホームかわもと「あいあいの家」

夏休み中随時　2名程度
土・日（受入不
可）

夏休み中随時　2名程度
日曜日（受入不
可）

152 益田市 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ 田原邦恵 益田市高津町四丁目6-40 特別養護老人ホーム 車椅子掃除・散歩他

151 益田市 デイサービス共楽苑 岡崎正典 益田市桂平町107-3 介護保険事業のデイサービス
介護助手、レクレーションの手
伝い

日曜日

150 益田市 グループホームこもれびの郷 寺戸いずみ 益田市横田町710 介護保険事業のグループホーム 介護助手 夏休み中随時 特になし

平日9～16時　2.3名

149 益田市 デイサービスセンターしずかさんの家 吉村 益田市小浜町468-7 特別養護老人ホーム 介護助手 平日1～2名

利用者との交流 1-2名程度 日・祝日・お盆

148 益田市 雪舟園 井本　幸子 益田市かもしま北町7-3 特別養護老人ホーム 介護体験

147 益田市 あすかケアホーム 島田寿彦 益田市中島町イ1454-1 ケアハウス

なし

146 益田市 あすかデイサービスセンター 下田治美 益田市中島町イ1454-1 デイサービス 利用者との交流 1-2名程度 日・祝日・お盆

145 益田市 ますだハイツ 田原郁恵 益田市高津4丁目6-40 特別養護老人ホーム 車いす掃除、散歩ほか 平日　2名程度


