
生活クラブ安心システム連合　インターンシップ　2017年度版

～福祉を基点とした地域づくりの現場～

※5日・10日のプログラムについては、他法人・他事業所と組み合わせ可能

※問合せ先は別紙「生活クラブグループ　インターンシップ受入れ可能拠点・エリア」に記載

no 都県 市町村 法人 拠点 事業所 タイプ① タイプ② 日程
受入れ可能
人数

受入れ可能
人数の捕捉 内容その他

1 東京 西東京市 社会福祉法人悠遊 西東京事務所 デイサービスいずみ・グループホームいずみ 法人地域づくり等 1日 個別調整 3 各日 他の近隣の拠点も見学する。デイサービス悠花、パスレル保谷、等の見学と説明

2 東京 西東京市 社会福祉法人悠遊 西東京事務所 デイサービスいずみ・グループホームいずみ 介護体験型 1日 個別調整 2 各日 一日の介護体験

3 東京 西東京市 社会福祉法人悠遊 西東京事務所 デイサービスいずみ・グループホームいずみ イベント体験型 1日 個別調整 2 イベントごと 事業所におけるプログラムイベントや外出企画等に参加する

4 東京 西東京市 社会福祉法人悠遊 西東京事務所 泉町地域包括支援センター イベント体験型 1日～ 個別調整 1 イベントごと 介護予防イベント等の当日のお手伝い等

5 東京 西東京市 社会福祉法人悠遊 西東京事務所 西東京事業所 複合型 5・10日 個別調整 1 イベントごと 介護体験型とイベント体験型の組み合わせ。例）包括やデイのイベント＋介護体験

6 東京 世田谷区 社会福祉法人悠遊 ケアセンター世田谷 Cafeゆうゆう イベント体験型 1日 毎月第3火曜日 3 各日 認知症カフェ。カフェそのものは14時～16時。

7 神奈川 横浜市 社会福祉法人いきいき福祉会 三ッ沢拠点 特別養護老人ホーム　ラポール三ツ沢 イベント体験型 1日 毎月 3 各日 見学と説明、消防団見学、介護体験

8 神奈川 藤沢市 社会福祉法人いきいき福祉会 藤沢拠点 特別養護老人ホーム　ラポール藤沢 イベント体験型 1日 毎月 3 各日 見学と説明、介護体験

9 神奈川 横浜市 社会福祉法人いきいき福祉会 西寺尾拠点 サポートハウス西寺尾 イベント体験型 1日 毎月 3 イベントごと 体操教室、介護体験

10 神奈川 藤沢市 社会福祉法人いきいき福祉会 辻堂拠点 いきいきサポートセンター（地域包括支援センター） イベント体験型 1日 個別調整 1 イベントごと 体操教室、介護予防イベント等の当日のお手伝い

11 神奈川 横浜市 社会福祉法人いきいき福祉会 三ッ沢拠点 特別養護老人ホーム　ラポール三ツ沢 イベント体験型 5・10日 個別調整 5 イベントごと 介護体験型とイベント体験型の組み合わせ。例）包括やデイのイベント＋介護体験

12 神奈川 藤沢市 社会福祉法人いきいき福祉会 藤沢拠点 特別養護老人ホーム　ラポール藤沢 イベント体験型 5・1０日 個別調整 5 イベントごと 介護体験型とイベント体験型の組み合わせ。例）包括やデイのイベント＋介護体験

13 神奈川 大和市 社会福祉法人いきいき福祉会 上和田拠点 ひだまり イベント体験型 1日 毎月 1 イベントごと あおぞら市、住民見守り、縁側事業

14 千葉 流山市 社会福祉法人生活クラブ 流山エリア デイサービスセンター流山 複合型 1日・5日・10日 個別調整 3 各日 傾聴ボランティア・あそびリテーションお手伝い＋デイサービス体験

15 千葉 流山市 社会福祉法人生活クラブ 流山エリア から風流（カフェ） イベント体験型 1日 毎月22日 2 各日 オレンジカフェ（認知症カフェ）の運営お手伝い

16 千葉 流山市 社会福祉法人生活クラブ 流山エリア から風流（カフェ） イベント体験型 1日 毎月第1木曜日 2 各日 子ども食堂の運営お手伝い

17 千葉 柏市 社会福祉法人生活クラブ 柏エリア サポートハウス光ヶ丘 複合型 1日・5日・10日 個別調整 3 各日 あそびリテーション・レク活動のお手伝い＋介護体験

18 千葉 柏市 社会福祉法人生活クラブ 柏エリア 生活クラブ風の村　光ヶ丘 イベント体験型 1日 個別調整 3 各日 サロンのボランティア・運営お手伝い

19 千葉 船橋市 社会福祉法人生活クラブ 船橋エリア デイサービスセンター高根台 複合型 1日・5日 個別調整 3 各日 傾聴ボランティア・あそびリテーションお手伝い＋デイサービス体験

20 千葉 佐倉市 社会福祉法人生活クラブ 佐倉エリア ショートステイさくら 複合型 1日・5日・10日 個別調整 3 各日 あそびリテーション・レク活動のお手伝い＋介護体験

21 千葉 佐倉市 社会福祉法人生活クラブ 佐倉エリア とんぼ舎さくら 製造・障がい児者就労支援体験型 1日・5日 個別調整 1 各日 クッキー、漬物製造現場でのお手伝い＋障がい児者の就労支援体験

22 千葉 佐倉市 社会福祉法人生活クラブ 佐倉エリア あかとんぼ 障がい児者支援体験型 1日・5日 個別調整 1 各日 障がい児者　放課後デイサービス体験

23 千葉 千葉市 社会福祉法人生活クラブ 稲毛エリア デイサービスセンター稲毛 複合型 1日・5日・10日 個別調整 3 各日 傾聴ボランティア・あそびリテーションお手伝い＋デイサービス体験

24 千葉 千葉市 社会福祉法人生活クラブ 稲毛エリア 生活クラブ風の村　稲毛 イベント体験型 1日 毎月2の付く日 3 各日 買い物バス運行お手伝い＋ボランティア・見守り体験

25 千葉 八街市 社会福祉法人生活クラブ 八街エリア デイサービスセンター八街 複合型 1日・5日・10日 個別調整 2 各日 傾聴ボランティア・あそびリテーションお手伝い＋デイサービス体験

26 千葉 八街市 社会福祉法人生活クラブ 八街エリア 特養ホーム八街 ボランティア体験・アルバイト型 1日・5日・10日 個別調整 3 各日 傾聴ボランティア・あそびリテーション＋清掃のお手伝い、アルバイト受入可

27 千葉 君津市 社会福祉法人生活クラブ 君津エリア はぐくみの杜君津 児童養護体験 10日 個別調整 2 各日 児童養護施設における職業体験・ボランティア


