
体験先施設一覧 この中から体験に行きたい場所を選んで、申込みをしてね。 
保護者の方と相談しながら決めましょう。  

体験先 

Ｎｏ.1 
葛飾区 

とくべつようごろうじんほーむ みずもとえん 

社会福祉法人 仁生社 特別養護老人ホーム 水元園 

   

 
特別養護老人ホーム 

 

 

  

 7 月 23 日（月）～8 月 31 日（金） 

10：00～14：00 1 日 2 組まで 
※土日祝日は体験できません 

  

  あり（1 食 400 円） 

＊こちらの食事を希望される場合は、体験申込

み時にお申込み下さい。連絡がない場合は食

事のご用意ができません。   

 動きやすい服装（ジャージでもよい） 

※スカ－ト、ショ－トパンツ、タンクトップ、

ヒールのある靴は× 

※体験先で着がえることもできます 
  

 上ばき（かかとのあるもの）、エプロン、

筆記用具、昼食（申込まない場合）、水筒 
   
   

施設住所 葛飾区西水元 4-6-1 ホームページ http://www.jinseisha.jp 

交通アクセス 
京成線、千代田線直通常磐線「金町駅」北口より京成バス「大場川水門」行き、 

終点「大場川水門」下車徒歩２分／自転車可／自動車可 

 
体験先 

Ｎｏ.2 
葛飾区 

ぼんせじゅーるよつぎ 

株式会社ベネッセスタイルケア ボンセジュール四つ木 

   

 
有料老人ホーム 

 

  

  

 7 月 29 日（日）、8 月 5 日（日）、 

12 日（日）、19 日（日） 

14：00～16：00 1 日 2 組まで 
※上記以外の日程で体験したい場合は 

ご相談ください 
  

 T シャツやポロシャツなどの動きやすい 

服装（ジャージでもよい） 

※スカ－ト、ショ－トパンツ、ジーパン、 

タンクトップ、派手な色やファッション性の

高い服装、ヒールのある靴は× 

※体験先で着がえることもできます 
   
 

上ばき（かかとのあるもの）、エプロン、タオル、筆記用具、水分補給できるもの 
   
   

施設住所 葛飾区東四つ木 3-1-11 

ホームページ https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_tokyo/katsushika/home_b-yotsugi 

交通アクセス 
京成押上線「四ツ木駅」から徒歩 9 分（約 700m）／自転車可／ 

自動車可 ※施設内の駐車場はご利用いただけません。近隣の駐車場をご利用ください。 

「みんなのしあわせとおもい

やり」をモットーにすべての人

たちが幸せでいられるようス

タッフ一同がんばっています。 

おじいさん、おばあさんとお話

ししたり、ゲームなどして一緒

に楽しい時間を過ごしましょ

う。お待ちしています。 

 

お一人おひとり輝きのある暮ら

しを。皆様のご要望を実現する

さまざまな取り組みと、人と人

のふれあいを大切にした、笑顔

と活気のあふれるホームです。 

体験 

できる日 

昼食 

服装 

施設担当者からのメッセージ 

体験メニュー 入居者との交流（会話

やゲームなど）が中心となります。 

持ち物 

体験 

できる日 

服装 

施設担当者からのメッセージ 

体験メニュー 入居者との交流（会話

やレクリエーションなど）が中心と 

なります。 

施設の種類 

持ち物 

施設の種類 



体験先 

Ｎｏ.3 
八王子市 

でいさーびすゆうせん 

一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会 デイサービス湧泉 

   

 
デイサービス 

 

 

  

 8 月 13 日（月）、14 日（火）、 

20 日（月）、21 日（火） 

14：00～17：00 
1 日 2 組まで 

  

 動きやすく、汚れてもいい服装 

※スカ－ト、ショ－トパンツ、タンクトップ、

ヒールのある靴は× 

※体験先で着がえることもできます 
  

 
とくになし 

   
   

施設住所 八王子市散田町 4-22-11 ル・ベルデュール 

ホームページ https://www.day-fujimori.com/ 

交通アクセス 

JR 中央本線「西八王子駅」、京王線「めじろ台駅」徒歩 10 分／ 

自転車可 ※駐輪場はありませんが、デイサービス前のスペースに数台駐輪することが

可能／自動車不可 

 

体験先 

Ｎｏ.4 
町田市 

みどりのもり 

社会福祉法人 合掌苑 翠の杜 

   

 
デイサービス 

 

 

  

 7 月 23 日（月）～9 月 1 日（土） 

10：00～15：00 1 日 2 組まで 
※日祝日は体験できません 

  

 動きやすい服装（ジャージは×） 

※スカ－ト、ショ－トパンツ、タンクトップ、

ヒールのある靴は× 

※体験先で着がえることもできます   

 上ばき（かかとのあるもの）、昼食、 

水筒 

   
   

施設住所 町田市金森東 3-18-16 

ホームページ http://www.gsen.or.jp 

交通アクセス JR 横浜線「成瀬駅」から徒歩 15 分程度／自転車可／自動車可 

 
 

利用しているみなさんが元気

に生活できるよう、マッサージ

や運動をしています。体験に来

てもらえると喜ぶおじいちゃ

んやおばあちゃんも多いので、

気軽に体験に来てください。 

高齢者の方々が趣味活動やレ

クリエーションなどを通して

元気になってもらうような活

動をしています。 

体験 

できる日 

服装 

施設担当者からのメッセージ 

体験メニュー みなさんには、利用者

さんの案内やお話をお願いする予定

です。 

持ち物 

服装 

施設担当者からのメッセージ 

体験メニュー ご利用のお客様との

交流（会話やレクリエーションの補

助等）が中心となります。 

体験 

できる日 

持ち物 

施設の種類 

施設の種類 



体験先 

Ｎｏ.5 
町田市 

ひゅーまんらいふけあみなみまちだ 

ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア南町田 

   

 
デイサービス 

 

 

  

 7 月 23 日（月）～8 月 31 日（金） 

14：00～16：00 

1 日 1 組まで 
※土日祝日は体験できません 

  

 動きやすい服装、長ズボン（ジャージでも

よい） 

※スカ－ト、ショ－トパンツ、ジーンズ、たく

さん肌が出ている服、ヒールのある靴は× 

※アクセサリーなどは× 

※体験先で着がえることもできます 
  

 上ばき（かかとのあるもの）、エプロン、 

タオル、筆記用具、水分補給するもの 

   
   

施設住所 町田市南町田 2-6-22 黄桜グリーンハイツ１階 

ホームページ https://kaigo.human-lifecare.jp/facilities/ds017_MinamiMachida/summary.html 

交通アクセス 

東急田園都市線「南町田駅」より徒歩 13 分／東急田園都市線「すずかけ台駅」、小田急

江ノ島線「鶴間駅」東口、「町田バスセンター」より神奈川中央交通バス「南町谷原」 

下車 徒歩 4 分／自転車可／自動車不可 

保護者の方へ 施設内では携帯電話等の電源はお切り頂きますので、予めご了承ください。 

 
 
 

 

● 小学３・4 年生は保護者同伴が必須となります。 

● 保護者の方も、体験先施設一覧の「服装」「持ち物」にご準拠ください。 

● 過度なお化粧と装飾品の着用はお控えくださいますようお願いいたします。 

● 福祉施設の運営へのご配慮をお願いいたします。 

 

人気のお風呂や機能訓練に加

え、毎月様々な内容のもよおし

もので楽しんでいただいてお

ります。周年イベント行事など

では、職員からの日頃の感謝の

気持ちを込めて、みんなで練習

したちょっとした芸をひろう

したりする場合もあります。 

みなさん、気軽に体験に来てく

ださいね。 

 

 

 

服装 

施設の種類 施設担当者からのメッセージ 

 

体験 

できる日 

持ち物 

 

体験メニュー お話やレクリエーショ

ンなど、利用者さんとの交流を中心と

してお願いしたいと思っています。 


