
福 祉 の しご と
平成29年度

ツアーコース

参加できる方

コース

中播磨
コース

10月13日（金）
8:00～18:00

日　時 見 学 施 設 集合場所
① (福)朝日の会  特別養護老人ホーム  サン･ビレッジ  夢前

高校生以上の方で、福祉のしごとに興味や関心のある方、福祉の分野に
就職希望の方。お友達同士での参加や保護者の方の同伴も可能です。
※ サービス利用の為の施設見学ではございません。予めご了承下さい。

その他

社会福祉法人　兵庫県社会福祉協議会　兵庫県福祉人材センター
福祉のしごと職場見学バスツアー担当　〒651-0062　兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1　兵庫県福祉センター１F

TEL：078-271-3881　FAX：078-271-3882

参加費は無料です。ただし、自宅から集合場所までの交通費及び昼食代は
自己負担でお願いします。参加者には、事前に参加証を送付します。
また全員に行事用保険に加入します。（保険料は、当事業で負担）

定 員 10名程度（各コース）
※申込先着順

申込方法 申込書に必要事項を記入し、
FAX にて提出して下さい。

※ただし、集合場所までの交通費及び
　昼食代は各自負担

神戸駅：8:00
姫路駅：9:30

高齢

② (福)仁寿福祉会  特別養護老人ホーム　星陽

〈姫路市〉

〈姫路市〉

〈神戸市〉

〈神戸市〉

〈洲本市〉

〈尼崎市〉

〈尼崎市〉

〈明石市〉

〈加古川市〉

〈南あわじ市〉

申込締切 10月6日(金)高齢

神　戸
コース

10月20日(金)
9:15～17:00

① セントケア西日本(株)  セントケア六甲 神戸駅：9:15高齢

② トラストグレイス(株)  トラストグレイス御影  介護棟デイサービス 申込締切 10月13日(金)高齢

淡　路
コース

11月17日(金)
8:30～17:30

① (福)ひょうご聴覚障害者福祉事業協会
神戸駅：8:30

高齢
障害

障害
児童

② (福)緑風会  特別養護老人ホーム  緑風館 申込締切 11月10日(金)高齢

阪　神
コース

12月15日(金)
9:00～17:30

① (福)あかね  アマルネス･ガーデン 神戸駅：9:00高齢

② (福)隆生福祉会  ゆめパラティース 申込締切 12月8日(金)高齢

東播磨
コース

2月9日(金)
8:45～17:30

① 明石波の家福祉会  系列事業所複数 神戸駅：8:45

② (福)はりま福祉会  特別養護老人ホーム  せいりょう園 申込締切 2月2日(金)高齢

参加費

無料!

兵庫県福祉人材センター公式youtube
福祉のしごとプロモーションビデオ配信中！！

兵庫県福祉人材センター公式facebook
役立つ情報配信中！！
昨年度のツアーの様子もご覧いただけます。

職場見学バスツアー

特別養護老人ホーム  淡路ふくろうの郷

※交通事情により時間が変更になる場合があります。詳しくは、参加証でお知らせいたします。



コース 日時
見学施設

分野 集合場所
法人名 事業所名

中播磨
コース

神　戸
コース

淡　路
コース

阪　神
コース

東播磨
コース

10月13日(金)
8:00～18:00

① (福)朝日の会 特別養護老人ホーム　サン･ビレッジ　夢前 高齢 神戸駅：8:00
姫路駅：9:30

申込締切：10月6日(金)

申込締切：10月13日(金)

申込締切：11月10日(金)

申込締切：12月8日(金)

申込締切：2月2日(金)

② (福)仁寿福祉会 特別養護老人ホーム　星陽 高齢
昼食場所：姫路城周辺

10月20日(金)
9:15～17:00

① セントケア西日本(株) セントケア六甲 高齢
神戸駅：9:15

② トラストグレイス(株) トラストグレイス御影　介護棟デイサービス 高齢
昼食場所：ブルメールハット神戸

11月17日(金)
8:30～17:30

① (福)ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 特別養護老人ホーム　淡路ふくろうの郷 高齢･障害
神戸駅：8:30

② (福)緑風会 特別養護老人ホーム　緑風館 高齢
昼食場所：イオン洲本店

12月15日(金)
9:00～17:30

① (福)あかね アマルネス･ガーデン 高齢
神戸駅：9:00

② (福)隆生福祉会 ゆめパラティース 高齢
昼食場所：あまがさきキューズモール

2月9日(金)
8:45～17:30

① 明石波の家福祉会 系列事業所複数 障害･児童
神戸駅：8:45

② (福)はりま福祉会 特別養護老人ホーム　せいりょう園 高齢
昼食場所：ニッケパークタウン

見学事業所

ツアー
内容

職員の方のご案内で、施設を見学するとともに、施設の説明や仕事の内容ややりがいについて伺います。
現場の雰囲気や職員間の人間関係の様子なども感じていただけます。

申込
方法 下記の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、当センター宛に FAXもしくは、郵送でお申込下さい。

福祉のしごと職場見学
バスツアー参加申込書

※参加申込頂いた方には、詳細は追ってご連絡いたします。
※ご記入頂いた個人情報は、福祉人材センター事業にかかる
　 連絡のみに使用いたします。

ＦＡＸ
 078-271-3882

参加を希望するコースを選択して○で囲んで下さい。（複数可）
※申し込み多数の場合は、初めてご参加される方を優先とさせていただきます。予めご了承下さい。

中播磨コース
10月13日(金)　8:00～18:00

12月15日(金)　9:00～17:30 2月9日(金)　8:45～17:30

   
集合場所：神戸駅 8:00

申込締切：10月6日（金）

神戸コース
10月20日(金)　9:15～17:00

集合場所：神戸駅 9:15

集合場所：神戸駅 9:00　申込締切：12月8日(金)

申込締切：10月13日(金)

淡路コース
11月17日(金)　8:30～17:30

集合場所：神戸駅 8:30
申込締切：11月10日(金)

姫路駅 9:30

阪神コース  東播磨コース　  

集合場所：神戸駅 8:45　 申込締切：2月2日(金)

フリガナ 卒業予定 　　□ 2019年３月　　　□それ以降（　　　　　年卒業予定）

学生の方
氏名

学校名
高校 科
大学 ･短期大学 学部 学科
専門学校 学科

フリガナ

年齢 歳
福祉職の経験

□ あり　分野を○して下さい　　　□ なし
（高齢分野・障害分野・児童分野）

既卒の方
氏名 現在の

仕事の状況
□ 在職中　　　　□ 無職
□ 就職活動中　　□ その他（　　　　　）

住所

〒
連絡先

※必ず連絡が取れる番号をご記入下さい。
TEL

緊急連絡先（本人以外） TEL 続柄

お問合せ・お申込先
社会福祉法人　兵庫県社会福祉協議会　兵庫県福祉人材センター
〒651-0062　 神戸市中央区坂口通2-1-1　兵庫県福祉センター１F
　　　　　　　　TEL：078-271-3881　　FAX：078-271-3882

※昼食場所、集合時間につきましては、予告なく変更することがございます。詳しくは、参加証にてご確認下さい。


