
伊勢原市内在住または在学の中学生及び高校生
を対象にした保育園での体験実習です

【日程及び募集人数】
７月２６日（月）～８月２７日（金）のうち１日もしくは半日体験と

なります。（体験施設により異なります。）
申込多数の場合は、抽選になります。

※ 原則、遅刻・早退は不可です。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催日程の一部を中
止することがあります。

【参加に当たって】
１ 参加費は無料です。
（ボランティア保険代は、社会福祉協議会が負担いたします。）

２ 腸内細菌検査を受診していただきます。（腸内細菌検査代は、社会福祉協議会が負
担いたします。）

３ 新型コロナウイルス感染症対策を実施して参加していただきます。
(1) 手指消毒の徹底（手洗いやアルコール消毒等）
(2) 咳エチケット（マスクの着用）
(3) 自宅での体温測定等、１週間前からの体調管理表の提出

４ 昼食代は、基本的に弁当持参ですが給食が提供される施設の場合は自己負担になり
ます。（施設により異なります。）
１日当たり２５０円～３６０円（参加日に施設で徴収します。）
※１ 食物アレルギーがある方は弁当持参（昼食代不要）
※２ 食物アレルギーがある方で給食を希望される場合は、自己責任となります。

【実習先】 伊勢原市内の保育園 ９施設

【申込み】 ７月９日（金）までに申込用紙に必要事項を記入し、
社会福祉協議会に郵送またはＦＡＸで提出してください。

※ 郵送またはＦＡＸでの対応が難しい方はご連絡ください。
※ 市内中学校在校生は、各中学校に提出してください。

◇◆◇◆◇◆◇◆ 申込み及び問合せ ◇◆◇◆◇◆◇◆

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
伊勢原市伊勢原２－７－３１伊勢原シティプラザ１階

ＴＥＬ：０４６３－９４－９６００
ＦＡＸ：０４６３－９４－５９９０
E-mail:info@isehara-shakyo.or.jp

(1) 運営法人等 社会福祉法人大原福祉会
(2) 住所 伊勢原市桜台１－３６－５
(3) 電話 ０４６３－９３－８９２５
(4) 日にち
７月 ２６日（月）、２７日（火）、２９日（木）、３０日（金）
８月 ２日（月）～６日（金）、１０日（火）、１２日（木）、１３日（金）、

１６日（月）～２０日（金）、２３日（月）、２４日（火）、２６日（木）、
２７日（金）

(5) 受入人数 各日 ５人
(6) 体験時間 午前９時から午後４時頃まで（弁当、飲み物持参）
(7) 持ち物 箸、コップ（巾着に入れる）、着替え、エプロン、運動靴、上履き、筆記用具
(8) その他 服装は、ポロシャツ（Ｔシャツ）・ジャージになります。

（短パン及びミニスカートは不可）

(1) 運営法人等 社会福祉法人大原福祉会
(2) 住所 伊勢原市桜台１－１６－１５
(3) 電話 ０４６３－８０－６２１０
(4) 日にち
７月 ２６日（月）～３０日（金）
８月 ２日（月）～６日（金）、１０日（火）～１３日（金）、

１６日（月）～２０日（金）、２３日（月）～２７日（金）
(5) 受入人数 各日 ３人
(6) 体験時間 午前９時から午後４時頃まで（完全給食）
(7) 持ち物 箸、コップ、着替え、タオル、エプロン、運動靴、昼食代（３６０円）
(8) その他 服装は、肌の露出が少なく動きやすい服装

(1) 運営法人等 社会福祉法人大原福祉会
(2) 住所 伊勢原市桜台１－１５－２７ＭＦビル１階
(3) 電話 ０４６３－９３－０８１２
(4) 日にち
ア １日体験
７月 ２６日（月）、２９日（木）
８月 ２日（月）、５日（木）、１６日（月）、１９日（木）

２３日（月）、２６日（木）
イ 半日体験
７月 ２７日（火）、２８日（水）、３０日（金）
８月 ３日（火）、４日（水）、６日（金）、１７日（火）、 １８日（水）、２０日（金）、

２４日（火）、２５日（水）、２７日（金）
(5) 受入人数 各日 １人
(6) 体験時間
ア １日体験 午前９時から午後４時頃まで（完全給食）
イ 半日体験 午前９時から午後０時３０分頃まで（完全給食）

(7) 持ち物 箸、コップ、エプロン、ハンカチ、水筒、タオル、着替え、運動靴、
昼食代（３６０円）

(8) その他 暑い時期なので、水分及び着替えは多めに持ってきてください。



(1) 運営法人等 特定非営利活動法人伊勢原こばと会
(2) 住所 伊勢原市池端５０２
(3) 電話 ０４６３－９３－４４１４
(4) 日にち
７月 ２６日（月）～３０日（金）
８月 ２日（月）～６日（金）、１０日（火）～１３日（金）、

１６日（月）、１８日（水）、２３日（月）～２６日（木）
(5) 受入人数 各日 ２人
(6) 体験時間 午前９時から午後３時３０分頃まで（弁当、飲み物持参）
(7) 持ち物 お弁当、水筒、着替え、運動靴、帽子、タオル

(1) 運営法人等 伊勢原市
(2) 住所 伊勢原市西富岡１０９６
(3) 電話 ０４６３－９５－１０８６
(4) 日にち
７月２７日（火）
８月 ４日（水）

(5) 受入人数 各日 ２人
(6) 体験時間 午前９時から午前１１時頃まで
(7) 持ち物 水筒

(1) 運営法人等 伊勢原市
(2) 住所 伊勢原市大山２０３
(3) 電話 ０４６３－９５－２０７８
(4) 日にち
７月２７日（火）
８月 ４日（水）

(5) 受入人数 各日 ２人
(6) 体験時間 午前９時から午前１１時頃まで
(7) 持ち物 水筒

(1) 運営法人等 社会福祉法人誠和福祉会
(2) 住所 伊勢原市沼目２－６－３
(3) 電話 ０４６３－９５－１２３５
(4) 日にち
７月 ２６日（月）、２８日（水）、３０日（金）
８月 ２日（月）、４日（水）、６日（金）、２３日（月）、

２５日（水）、２７日（金）
(5) 受入人数
ア ７月２６日（月）～８月６日（金） 各日 ３人
イ ８月２３日（月）～８月２７日（金） 各日 ２人

(6) 体験時間 午前８時３０分から午前１１時３０分頃まで
(7) 持ち物 水筒、タオル、上履き、三角巾（バンダナ）、着替え、エプロン

(1) 運営法人等 社会福祉法人誠和福祉会
(2) 住所 伊勢原市坪ノ内８０－１
(3) 電話 ０４６３－９３－１３９０
(4) 日にち
７月 ２６日（月）、２８日（水）、３０日（金）
８月 ３日（火）、５日（木）、２３日（月）、２５日（水）、

２７日（金）
(5) 受入人数
７月 各日 ２人
８月 各日 ３人

(6) 体験時間 午前８時３０分から午前１１時３０分頃まで
(7) 持ち物 水筒、タオル、着替え、エプロン、上履き

(1) 運営法人等 社会福祉法人林台福祉会
(2) 住所 伊勢原市粟窪２１０－１
(3) 電話 ０４６３－９３－１００７
(4) 日にち
７月 ２７日（火）、２８日（水）、２９日（木）
８月 ３日（火）、４日（水）、５日（木）

(5) 受入人数 各日 １人
(6) 体験時間 午前９時から午後３時３０分頃まで（主食のみ持参）
(7) 持ち物 箸、コップ、タオル、上履き、運動靴、着替え、昼食代（２５０円）


