
2019 年 7 月 1 日 

学生の皆様 

社会福祉法人足立邦栄会  

特別養護老人ホームさくら 

障害者支援施設みずき 

 

インターンシップのご案内 
 

拝啓、皆さまにおかれましてはますますご清祥のことお慶び申し上げます。 

 さて当法人では今年度より夏季のインターンシップを実施する運びとなりました。イン

ターン生には、様々な経験をして頂けるようにプログラムなど工夫しております。 

つきましては、高齢および障害の分野で活躍を希望される方がいらっしゃいましたら、

下記および別紙[プログラム詳細]をご案内賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 足立ブロック 多摩ブロック 

１日 

コース 

2 つの老人ホーム＆障害者施設体験！ 福祉・介護・障害者施設を体験しよう！ 

7/15,25,30 8/30  7/23 8/13,24 9/10 

３日 

コース 

3 施設それぞれの暮らし～高齢と障害 介助のコツや福祉機器の使い方を体験！ 

7/16～18 

 

8/13～15 

8/26～28 

9/3～9/5 7/19～21 8/20～22 

8/27～29 

9/18～20 

５日 

コース 

チームケアとは～各専門職の生の声 「特別活動」を企画してやってみよう！ 

7/29～8/2 8/5～8/9 

8/12～16 

  8/5～8/9  

人 数 各回 2 名程度 各回 5 名程度 

内 容 「プログラム詳細」をご覧ください 

場 所 ・特別養護老人ホームさくら・障害者 

支援施設かえで（足立区皿沼 2-8-8） 

・介護付有料老人ホームリブインさくら 

（足立区古千谷本町 4-1-16） 

障害者支援施設みずき 

（府中市朝日町 3-17-5） 

主 な 

事 業 

高齢者福祉事業 

障害者福祉事業（主に身体） 

障害者福祉事業（主に身体） 

申 込 「マイナビ 2021／足立邦栄会／説明会・

セミナー」ページからお申し込み下さい。 

 

        QR コードはこちら→→→→ 

問 い 

合わせ 

特別養護老人ホームさくら(法人本部) 

人材育成担当 野崎(Tel03-5691-7150) 

knozaki@sakura.houeikai.gr.jp 

障害者支援施設みずき 入居支援課 

人材育成担当 久木原(Tel042-352-0081) 

kukihara@mizuki.houeikai.gr.jp 
 



集合：特別養護老人ホームさくら
　　　障害者支援施設かえで

9：00～10：00
顔合せ・オリエンテーション
法人説明
施設・事業所見学

10：00～11：30

職員インタビュー
（実際のところどうですか？）

　　介護職員
　　看護職員
　　相談職
　　リハビリ職　　など

11：30～12：30

昼食・職員との懇談会
　★昼食はご用意します

12：30～13：00
介護付有料老人ホームリブインさくらへ移動
　★送迎をいたします

13：00～14：30
施設・事業所見学

業務体験
　　レクリエーション補助
　　外出活動支援
　　移動補助

14：30～15：00
一日のふりかえり
　★職員からのフィードバック

終了
　★駅まで送迎いたします

13

14

・7/15(月祝）・7/25（木）・7/30（火）・8/30（金）

【1DAY】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

★　TIME SCHEDULE　★

さくら（特養）かえで（障害）リブインさくら（有料）
社会福祉法人足立邦栄会

15

10

11

12

:00

:00

9

:00

:00

:00

:00

:00



9：00～11：00 9：00～10：00 9：00～10：00
業務体験

一日の流れ 　デイを利用する入居者の
施設見学 バイタル測定見学

法人説明
　

一日の流れについて 10：00～12：00 10：00～12：00

施設・事業所見学 業務体験 業務体験

　ご入居者へ紹介 　デイかえでバス到着
→健康チェック

11：00～11：45 　支援場面見学
業務体験 　（水分提供、声かけなど） 　朝の挨拶、朝礼
　ショートステイ受け入れ
　入浴誘導体験 　個々に合わせた対応見学 　リハビリ・個人活動補助
　リハビリ補助 　（排泄、入浴など）

　入浴支援補助
11：45～12：30
　食事準備見学 12：00～13：00 12：00～12：30
　食事支援見学 　食事支援見学 　食事支援見学

　（配茶、配膳など見学）
　（トロミ、入居者体験）

12：30～13：30 12：30～13：30

休憩 休憩
　★昼食はご用意します 13:00～14:00 　★昼食はご用意します

休憩
　★昼食はご用意します

13：30～15：00 13：30～15：00
職員インタビュー
　　介護職員・看護職員 14：00～15：00 業務体験
　　相談職・リハビリ職 業務体験 　リハビリ・個別活動補助

など 　レクリエーション補助 　レクリエーション補助

15：00～15：30 15：00～15：30 15：00～15：30
おやつ見学 　水分提供補助 　おやつ見学

　デイかえでバス出発

15：30～16：00 15：30～16：00 15：30～16：00
1日の振り返り 1日の振り返り ３日間の振り返り

顔合せ・オリエンテーション

【3DAYS】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

1日目

13 :00

10 :00

11

２日目 3日目

:00

12 :00

9 :00

16 :00

14 :00

15 :00

社会福祉法人足立邦栄会

さくら（特養）かえで（障害）リブインさくら（有料）

★　TIME SCHEDULE　★
・7/16（火）～7/18(木）・8/13（火）～8/15（木）
・8/26（月）～8/28（水）・9/3（火）～9/5（金）

特別養護老人ホームさくら 介護付有料老人ホームリブインさくら 障害者支援施設かえで



10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00

一日の流れ 一日の流れ
法人説明
施設・事業所見学 一般型通所介護説明 認知症対応型通所介護説明

　
11：00～12：00 11：00～12：00 11：00～12：00

自己紹介 自己紹介 自己紹介
ご利用者との交流 ご利用者との交流 ご利用者との交流

機能訓練見学

12：00～13：00 12：00～13：00 12：00～13：00

休憩 業務体験 休憩
　職員が同席し質問タイム 　食事見学 　職員が同席し質問タイム
　★昼食はご用意します 　★昼食はご用意します

13：00～15：00 13：00～14：00 13：00～14：00
休憩 業務体験

業務体験 　職員が同席し質問タイム 　体操参加
　★昼食はご用意します

　浴室見学

　体操参加 14：00～15：30 14：00～15：30

　余暇活動参加 職員密着体験（介護職） 職員密着体験（相談員職）
　介護に対する理念 　通所介護計画書説明
　介護記録作成見学 　関係者との連携
　直接介助と間接介助 　地域特性、必要知識
　質疑応答 　質疑応答

15：00～16：00
1日の振り返り
フィードバック 15：30～16：00 15：30～16：00

１日の振り返り １日の振り返り
　フィードバック 　フィードバック

15 :00

16 :00

12 :00

13 :00

14 :00

デイサービスさくら・かえで 一般通所型デイサービス 認知症対応型デイサービス

10 :00

社会福祉法人足立邦栄会

さくら（特養）かえで（障害）リブインさくら（有料）

11 :00

顔合せ・オリエンテーション

【5DAYS】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

★　TIME SCHEDULE　★

1日目 ２日目 3日目

・7/16（火）～7/18(木）・8/13（火）～8/15（木）

・8/26（月）～8/28（水）・9/3（火）～9/5（金）



10：00～11：00 10：00～11：00

一日の流れ 一日の流れ

ご利用者との交流 ご利用者との交流

11：00～12：00 11：00～12：00

業務体験 業務体験
　入浴介助見学 　入浴介助見学
　ご利用者との交流 　ご利用者との交流

12：00～13：00 12：00～13：00

　食事見学 休憩
　職員が同席し質問タイム
　★昼食はご用意します

13：00～14：00 13：00～15：00
休憩
　職員が同席し質問タイム 職員インタビュー
　★昼食はご用意します 　施設長

　法人本部マネージャー
　包括支援センター

14：00～15：30 　機能訓練指導員
　送迎職員

職員密着体験（看護職） 　清掃職員　　　など
　福祉施設の看護師とは
　介護職の必要な医療知識
　質疑応答

15：00～16：00
1日の振り返り

15：30～16：00 ５日間の振り返り
１日の振り返り 職員交流会
　フィードバック

11 :00

12 :00

16 :00

13 :00

14 :00

15 :00

※希望による生活介護かえで　※希望による

10

・7/16（火）～7/18(木）・8/13（火）～8/15（木）

・8/26（月）～8/28（水）・9/3（火）～9/5（金）

4日目 5日目

:00

★　TIME SCHEDULE　★

社会福祉法人足立邦栄会

さくら（特養）かえで（障害）リブインさくら（有料）

【5DAYS】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019



9：30～10：00
顔合せ・スケジュール確認
注意事項確認

10：00～10：30
事業説明
足立邦栄会とみずきについて

10：30～12：00
施設案内（入居棟）

日中活動　見学

施設案内（通所棟）

12：00～13：00
食事介助見学

12：30～13：30
休憩

13：30～15：00
コミュニケーション体験

15：00～16：00
現場職員との座談会

16：00～16：30
振り返り
今後の採用活動とイベントのお知らせ

16

:00

:00

:00

:00

13

14

障害者支援施設みずき

【1DAY】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

★　TIME SCHEDULE　★

社会福祉法人足立邦栄会

15

10

11

12

:00

:00

9

:00

:00

7/23(火）・8/13（火）・8/24（土）9/10（火）



9:30～10:00
顔合せ・スケジュール確認
注意事項確認

10:00～10:30 10:00～10:30 10:00～10:30
事業説明 今日のスケジュール確認 今日のスケジュール確認
足立邦栄会とみずきについて 目標設定 目標設定

10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～12:00
施設見学 日中活動参加 嚥下の仕組み・
利用者挨拶 食事介助体験

11:30～12:00 11:30～12:00
利用者コミュニケーション 通所支援課・業務説明

12：00～13：00 12:00～13:00 12:00～13:00
入居支援課・業務説明 食事介助見学 食事介助見学

13:00～14:00 13:00～14:00 13:00～14:00
休憩 休憩 休憩

14:00～16:00 14:00～15:30 14:00～15:00
介助技術講習・体験 ホイスト操作・ 現場職員との座談会
（基礎） 車椅子操作体験

15:00～16:00
15:30～16:30 ミニ日中活動 見学
コミュニケーション体験

16:00～16:30 16:30～17:00 16:00～16:30
1日の振り返り 1日の振り返り 今後の採用活動とお知らせ

16:30～17:00
3日間の振り返り

11

２日目：7/２０（土）・9/19（木） 3日目：7/２１（日）・9/20（金）

:00

12 :00

9 :00

社会福祉法人足立邦栄会

障害者支援施設みずき

【3DAYS】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

★　TIME SCHEDULE　★

16 :00

7/19（金）～7/21(日）・9/18（水）～9/20（金）

1日目：7/19（金）・9/18（水）

13 :00

14 :00

15 :00

10 :00



9:30～10:00
顔合せ・スケジュール確認
注意事項確認

10:00～10:30 10:00～10:30
事業説明 今日のスケジュール確認
足立邦栄会とみずきについて 目標設定

10:30～11:30 10:30～11:30
施設見学 日中活動参加
利用者挨拶

11:30～12:00 11:30～12:00
利用者コミュニケーション 通所支援課・業務説明

12：00～13：00 12:00～13:00
入居支援課・業務説明 食事介助見学

13:00～14:00 13:00～14:00
休憩 休憩

14:00～16:00 14:00～15:00 14:00～14:30
介助技術講習・体験 現場職員との座談会 今日のスケジュール確認
（基礎） 目標設定

14:30～15:30
15:00～16:30 嚥下の仕組み・
ホイスト操作・ 食事介助体験
車椅子操作体験

15:30～17:00
16:00～16:30 16:30～17:00 コミュニケーション体験
1日の振り返り 1日の振り返り

17:00～17:30
入浴設備見学

17:30～18:30
休憩

18:30～19:00
今後の採用活動とお知らせ

19:00～19:30
課内イベント　花火

19:30～20:00
3日間の振り返り

1日目：8/20（火）・8/27（火） ２日目：８/21（水）・8/28（水） 3日目：８/２2（木）・8/29（木）

9 :00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

20 :00

社会福祉法人足立邦栄会

障害者支援施設みずき

【3DAYS】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

★　TIME SCHEDULE　★
8/20（火）～8/2２(木）・８/27（火）～8/29（木）



9:00～9:30 9:00～9:30
顔合せ・スケジュール確認 今日のスケジュール確認
注意事項確認 目標設定

9:30～10:00 9:30～10:30 9:30～10:30
事業説明 入居支援課・業務見学 今日のスケジュール確認 10:00～10:30
足立邦栄会とみずきについて 目標設定 顔合せ・スケジュール確認

注意事項確認

10:00～12:00 10:30～11:30 10:00～10:30
施設見学 通所支援課・業務見学 利用者コミュニケーション 10:30～12:00
利用者挨拶 現場職員との座談会

10:30～11:30
11:30～12:00 日中活動参加
利用者コミュニケーション

11:30～12:00
利用者コミュニケーション

12：00～13：00 12:00～13:00
休憩 食事介助見学 12:00～13:00 12：00～13：00

休憩 管理職との座談会

13:00～14:00 13:00～14:00 13:00～14:00 13:00～14:00
入居支援課・業務説明 休憩 中間面談 休憩

14:00～14:30
今日のスケジュール確認

14:00～15:00 14:00～15:30 14:00～16:00 14:00～15:00 目標設定
ホイスト操作・ 介助技術講習・体験 個別支援外出体験 おやつタイム参加
車椅子操作体験 （基礎） 14:30～15:00

事前打ち合わせ

15:00～15:30 15:00～16:30 15:00～16:30
通所支援課・業務説明 職員とグループワーク 特別日中活動

（5日日中活動に向けて）

15:30～16:00 15:30～16:00
1日の振り返り 1日の振り返り 16:00～16:30 16:30～17:00

1日の振り返り 特別日中活動振り返り
16:30～17:00
1日の振り返り

17:00～18:00
休憩

18:00～19:00
インターンシップ振り返り
今後の採用活動とお知らせ

19:00～19:30
課内イベント　花火

19:30～20:00
5日間の振り返り

19 :00

20 :00

18 :00

15 :00

16 :00

17 :00

12 :00

13 :00

14 :00

9 :00

10 :00

11 :00

社会福祉法人足立邦栄会

【5DAYS】　SUMMER　INTERNSHIP 　2019

1日目：8/５（月） ２日目：８/６（火） 3日目：８/７（水）

8/5（月）～8/9(金）
★　TIME SCHEDULE　★

障害者支援施設みずき

4日目：8/８（木） 5日目：８/９（金）


