
児童施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ

児 1 すずらんキッズ保育園 神戸市北区鈴蘭台南町1-4-40
社会福祉法人
すずらんだい福祉会

保育所 山口かをり 078-591-2637 078-591-2699 6月～1月 5日 未定
資格をお持ちでもブランクのある方、歓
迎します。

児 2
認定こども園
ななほし保育園

神戸市西区池上１-13-11
社会福祉法人
すずらんだい福祉会

幼保連携型認定こども園 阿部　晴子 078-976-7784 078-976-7788 6月～1月 5日 未定
資格をお持ちでもブランクのある方、歓
迎します。

児 3
パルコミュニティハウス
信和学園

〒670-0883
姫路市城北新町1丁目7番31号

社会福祉法人　信和学園 児童養護施設 大谷　明代 079-222-6308 079-222-6320 要相談 ５日 ２人
子どもたちの健全な成長と自立に向け
た支援を行います。見学等は随時受け
付けております。

児 4
幼保連携型
めばえの園認定こども園

〒657-0841
神戸市灘区灘南通4丁目4-2

社会福祉法人　尚紫会 認定こども園 國山　峰子 078-806-3333 078-806-3339 要相談 5日 未定
将来、保育士、保育教諭になりたいと
思っている方は、是非お仕事体験してみ
てください。

児 5 やまよし保育園
〒651-1412
西宮市山口町下山口4丁目7-31

社会福祉法人　自然の園 保育園 大屋　祐貴 078-904-0757 078-904-1441 随時（要相談） 5日間
のびのび、いきいき、子ども達と楽しく過
ごしましょう。

児 6 ゆりかご保育園
〒660-0055
尼崎市稲葉元町3-20-12

社会福祉法人　ゆりかご福祉会 保育所 鳴神 志保子 06-6418-3815 06-6418-3816 通年 ５日 １名
小さな保育園です。
子どもと触れ合ってみませんか。

児 7
宗教法人日本キリスト教団
曽根教会子供の園保育園

〒676-0082
高砂市曽根町788-1

子供の園保育園 保育所 荒木眞弓 079-447-1641 079-447-8012 年間通して 5日 20名程度

児 8 泉心学園 赤穂郡上郡町尾長谷536 社会福祉法人　泉心学園 児童養護施設 高谷　博之 0791-52-0168 0791-52-5565 7月～８月 ５日以内 未定 ・最寄り駅まで送迎します

児 9 レオ保育園
〒661-0011
尼崎市東塚口町1-12-20

社会福祉法人　レオ福祉会 保育所 三木英子 06-6429-8601 06-6429-8601
２８年４月
　　～２９年１月

１日～５日 １名
・阪急塚口駅から徒歩１０分
・ＪＲ塚口駅から徒歩１分

児 10 みどりこども園 神戸市北区日の峰1丁目20-1 社会福祉法人　翠福祉会 幼保連携型認定こども園 小滝　洋 078-581-7077 078-581-7707 ４月～１月 ５日 未定
資格の有無は問いません。是非体験し
てみて下さい。

児 11 名谷みどりこども園
神戸市須磨区中落合2丁目
3-2

社会福祉法人　翠福祉会 幼保連携型認定こども園 三好　明子 078-797-7077 078-797-7808 ４月～１月 ５日 未定
資格の有無は問いません。是非体験し
てみて下さい。

児 12 箕谷児童館 神戸市北区日の峰1丁目19 社会福祉法人　翠福祉会 児童館 松下　麗 078-581-1919 078-581-1103 ４月～１月 ５日 未定
資格の有無は問いません。是非体験し
てみて下さい。

児 13 千草保育所 洲本市千草己25番地 社会福祉法人　千草福祉会 保育所 松山孝博 0799-22-6600 0799-22-2715 4月～1月 5日 未定

児 14 真浄寺保育園
〒676-0078
高砂市伊保3丁目15ー17

社会福祉法人　洗心福祉会 保育所 小林　美穂 079-447-0018 079-447-0462 4月～1月 5日 2名

児 15 真浄寺きくなみ保育園
〒676-0023
高砂市高砂町松波町440-4

社会福祉法人　洗心福祉会 保育所 西田　育代 079-442-4416 079-442-9293 4月～1月 5日 1名

児 16
なでしこ
デイサービスセンター

〒656-0122
南あわじ市広田広田361-5

社会福祉法人　淡路島福祉会
児童福祉
（障害児通所支援）

伊藤 千恵子 0799-42-5899 0799-43-2812 随時 応相談 若干名
未経験者・資格のない方でも歓迎いたし
ます。

児 17 東播保育園
〒675-0052
加古川市東神吉町出河原551

社会福祉法人　東播福祉会 保育所 主任　藤原　淑美 079-432-4119 079-432-1907 4月～1月 5日 5名
絵本やわらべうたあそびを中心にした体
験保育に力をいれています

児 18 みのりヶ丘保育園
〒675-0062
加古川市加古川町美乃利164-4

社会福祉法人　東播福祉会 認定こども園 主任　大西　恵美子 079-423-4150 079-425-8864 4月～1月 5日 5名
絵本やわらべうたあそびを中心にした体
験保育に力をいれています

届出No



児童施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

児 19 蓼川保育園
豊岡市日高町祢布字ｶﾞｹｶﾞ森
1001番地の2

社会福祉法人　蓼川福祉会 保育所 滝本　玉紀 0796-42-0169 0796-42-0190  H28.4月 ～          H29.1月 ５日 ５人

児 20 福里保育園 明石市二見町福里283番地の6 社会福祉法人　あゆみ会 保育所 宇野　真偉子 078-949-1788 078-949-2788 ４月～１月 5日 2人 資格の無い方でも歓迎です。

児 21 小束山保育園
神戸市垂水区小束山本町
2丁目13番1号

社会福祉法人　あゆみ会 保育所 小西　美代子 078-783-0003 078-783-0004 ４月～１月 5日 3人 資格の無い方でも歓迎です。

児 22 本多聞小規模保育園
神戸市垂水区本多聞3丁目5-23
本多聞ハイツ102

社会福祉法人　あゆみ会 保育所 小西　美代子 078-783-0003 078-783-0004 ４月～１月 5日 1人 資格の無い方でも歓迎です。

児 23 青山台小規模保育園
神戸市垂水区青山台4丁目
8番18号モリビル201

社会福祉法人　あゆみ会 保育所 小西　美代子 078-783-0003 078-783-0004 ４月～１月 5日 1人 資格の無い方でも歓迎です。

児 24 垂水駅前小規模保育園
神戸市垂水区神田町2-31
ﾀｹﾐｶﾋﾞﾙ2階

社会福祉法人　あゆみ会 保育所 小西　美代子 078-783-0003 078-783-0004 ４月～１月 5日 1人 資格の無い方でも歓迎です。

児 25 学園都市駅前小規模保育園
神戸市西区学園西町１丁目１番
１ﾕﾆﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ

社会福祉法人　あゆみ会 保育所 小西　美代子 078-783-0003 078-783-0004 ４月～１月 5日 1人 資格の無い方でも歓迎です。

児 26 春日学園
〒669-4132
丹波市春日町野村65-1

社会福祉法人　みつみ福祉会 障がい児入所施設 関　　真博 0795-75-1080 0795-75-0377
4月～1月通年
要調整

5日 1人 ご連絡お待ちしています。

児 27 認定こども園みつみ
〒669-3131
丹波市山南町谷川1124

社会福祉法人　みつみ福祉会 認定こども園 赤井由紀子 0795-77-0091 0795-70-1003
4月～1月通年
要調整

5日 1人 ご連絡お待ちしています。

児 28 あおぞら保育園 神戸市西区水谷2丁目25-24 社会福祉法人 希望 保育所 園長　岡本 隆 078-918-6860 078-918-6866 随　時 5日 2人

児 29 西武庫みのり保育園
〒661-0043
尼崎市武庫元町2-23-14

社会福祉法人　真澄会 保育園 重久　寿恵 06-6438-3915 06-6438-3925 要相談（随時） 5日 2人

児 30 杉の子保育園
〒660-0811
尼崎市常光寺1丁目6-1

社会福祉法人　杉の子会 保育所 太田　雅代 06-6401-5035 06-6401-5041 6月～1月 5日 未定 無資格者も歓迎します。

児 31 太陽の子保育園
〒661-0984
尼崎市御園2丁目14-10

社会福祉法人　杉の子会 保育所 小阪　美恵子 06-6494-5035 06-6494-5036 6月～1月 5日 未定 無資格者も歓迎します。

児 32 けま太陽の子保育園
〒661-0982
尼崎市食満3丁目28-3

社会福祉法人　杉の子会 保育所 本間　恵利子 06-6495-3270 06-6495-3271 6月～1月 5日 未定 無資格者も歓迎します。

児 33
幼保連携型
神和認定こども園

〒673-0402
三木市加佐八幡本176-1

社会福祉法人　神和福祉会 認定こども園 小原　陽子 0794-82-7363 0794-82-7369 常時（要相談） 5日間 2人
泣いたり笑ったり喜んだりと、感動がいっぱいの
職場です。子どもたちの夢と希望に満ちあふれ
た当園で福祉体験をしてみませんか。

児 34 西脇こども園 西脇市西脇760-1 社会福祉法人　かすぎ野 認定こども園 下原　孝子 0795-22-2909 0795-23-6448 H28.4.1～H29.1.31 5日 10名 資格のない方でも大歓迎です。

児 35 川西共同保育園
〒666-0014
川西市小戸３丁目12-10

社会福祉法人　虹の子会 保育所 南　博美 072-757-9525 072-757-9526 ７～１１月 ５日 ２人
園外保育やクッキングなど自然や食を大
事にしている保育園です。

児 36 泉保育園 加東市西垂水105 泉保育園 保育所 片山洋子 0795－42－0100 0795－42－6785 ８月 5日 １名
保育の補助、歌、手遊びや乳幼児の給食
時に補助、おむつ交換等体験ができま
す。



児童施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

児 37 善照学園
〒651-1423
西宮市山口町船坂2128-1

社会福祉法人　善照学園 児童養護施設 横山雅之 078-904-3773 078-903-2171 要相談 要相談 ５人 保育士資格必要、通勤は車になります。

児 38 児童ホーム　東光園 姫路市八代東光寺町8番1号 社会福祉法人　心地 児童養護施設 三浦かおり 079-222-5028 079-222-5027 7・9・11・12月 ５日 ２名
１ホーム８名構成の児童養護施設です。
心地よい生活ができるホームを目指して
います。

児 39 乳児ホーム　るり 姫路市八代東光寺町8番1号 社会福祉法人　心地 乳児院 蜂谷美穂子 079-222-5027 079-222-5027 7・10月 11月前半 ５日 ２名
0～3歳前後の乳幼児の養育に携わる施
設です。２４時間のローテーション勤務で
す。

児 40 同朋保育園 神戸市灘区篠原北町4-8-1 社会福祉法人　同朋福祉会 保育所 生田　文子 078-861-1624 078-802-8067 4月～1月 5日

児 41 同朋にこにこ保育園 神戸市西区井吹西町4-6 社会福祉法人　同朋福祉会 保育所 中村　幸恵 078-996-1525 078-996-1526 4月～1月 5日

児 42 同朋住吉台保育園 神戸市東灘区住吉台25-7 社会福祉法人　同朋福祉会 保育所 山本　ひとみ 078-846-6011 078-846-6012 4月～1月 5日

児 43 旗塚保育所 神戸市中央区旗塚通4-4-20 社会福祉法人　同朋福祉会 保育所 小西　典子 078-221-5100 078-221-5161 4月～1月 5日

児 44 井吹西児童館 神戸市西区井吹台西町4-4 社会福祉法人　同朋福祉会 児童館 帆刈　恵理 078-991-5882 078-991-6243 4月～1月 5日

児 45 渦森台児童館 神戸市東灘区渦が森台1-2-1 社会福祉法人　同朋福祉会 児童館 小川　さとみ 078-821-1500 078-821-1500 4月～1月 5日

児 46 篠原児童館 神戸市灘区篠原北町2-2-37 社会福祉法人　同朋福祉会 児童館 梅木　和幸 078-801-9400 078-801-9401 4月～1月 5日

児 47 同朋学園 神戸市灘区篠原北町4-8-1 社会福祉法人　同朋福祉会 児童養護施設 吉田　眞純 078-801-6301 078-801-0566 4月～1月 5日

児 48
ハンプティダンプティ
保育園

明石市二見町西二見1604-1 社会福祉法人　姫路文化福祉会 保育所 伏原　恭子 078-945-0721 078-945-0731 要相談 5日 3 要検便

児 49
幼保連携型認定こども園
八木保育園

姫路市木場前中町46番地 社会福祉法人　八木保育園 幼保連携型認定こども園 岩井由佳子 079-246-5060 079-245-9914 6～1月 4日 １人
・異年齢混合保育や育児担当制
・流れる日課に興味のある方

児 50
幼保連携型認定こども園
八木保育園分園

姫路市白浜町甲337-7 社会福祉法人　八木保育園 幼保連携型認定こども園 森野美紀 079-246-7214 079-246-7214 6～1月 4日 １人
・育児担当制・流れる日課に興味のある
方

児 51
障害児入所施設
出石精和園児童寮

豊岡市出石町宮内１０３１
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 中嶋　芳樹 0796-52-3438 0796-52-3439 4月～12月 最大3日 若干名
こどもの現場には、心ふるえるドラマが
ある。

児 52
障害児入所施設
五色精光園児童寮

洲本市五色町下堺1062-3
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害児入所施設 深谷　利之 0799-35-0326 0799-35-0725 要相談 5日 3名 あなたの思いやりを仕事に！！

児 53
障害児入所施設
赤穂精華園児童寮

赤穂市大津1327
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害児入所施設 重近 真由美 0791-43-2091 0791-43-7404 ６月、２月 5日 2名
平成２５年２月に新施設になり、ユニットケア・個室
の新しい施設です。自分の得意技を発揮して、こど
もたちと遊びを通して交流してください。

児 54 照福こども園
〒669-5132
朝来市山東町溝黒123-1

社会福祉法人　与布土福祉会 こども園 藤本　正子 079-676-2347 079-676-2598 ５月～１月
１日～５日
希望日数で良いで
す。

資格の有無は問いません。



児童施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

児 55
幼保連携型認定こども園
松帆南

南あわじ松末帆高屋乙192番地 社会福祉法人　みかり会 保育園 船越　真衣 0799-36-2344 0799-36-3501 要相談 要相談 未定

児 56
幼保連携型認定こども園
松帆北

南あわじ市松帆櫟田198番地 社会福祉法人　みかり会 保育園 近藤　江里 0799-36-2410 0799-36-2597 要相談 要相談 未定

児 57
幼保連携型認定こども園
多夢の森

神戸市垂水区南多聞台4-4-50 社会福祉法人　みかり会 保育園 大槻　南 078-787-0939 078-787-0938 要相談 要相談 未定

児 58
幼保連携型認定こども園
夢の森

神戸市垂水区高丸6-3-1 社会福祉法人　みかり会 保育園 小林　峰子 078-704-3008 078-704-3150 要相談 要相談 未定

児 59
幼保連携型認定こども園
花の森

神戸市垂水区名谷町1941-1 社会福祉法人　みかり会 保育園 山本　朋子 078-704-3008 078-704-3150 要相談 要相談 未定

児 60
幼保連携型認定こども園
上高丸

神戸市垂水区高丸8丁目15-12 社会福祉法人　みかり会 保育園 山下　ゆかり 078-709-4018 078-709-4018 要相談 要相談 未定

児 61
幼保連携型認定こども園
心の森

神戸市垂水区清水が丘3丁目1-16 社会福祉法人　みかり会 保育園 樋口　宏美 078-787-3500 078-787-3510 要相談 要相談 未定

児 62 つぼみの子保育園 西宮市林田町8-42 社会福祉法人　みかり会 保育園 川上　光代 0798-66-6670 0798-66-6670 要相談 要相談 未定

児 63 めばえの子保育園 西宮市市庭町9-12 社会福祉法人　みかり会 保育園 村本　奈緒子 0798-22-1666 0798-22-1666 要相談 要相談 未定

児 64 松帆ハッピークラブ 南あわじ市松帆高屋乙192番地 社会福祉法人　みかり会 学童保育 船越　真衣 0799-36-2344 0799-36-3501 要相談 要相談 未定

児 65
神戸市立
神陵台児童館

神戸市垂水区南多聞台
7-9-C-101

社会福祉法人　みかり会 学童保育 樋口　勲 078-781-8737 078-781-8737 要相談 要相談 未定

児 66
神戸市立
千鳥が丘児童館

神戸市垂水区千鳥が丘3丁目
20-14

社会福祉法人　みかり会 学童保育 安達　良馬 078-705-2430 078-705-2430 要相談 要相談 未定

児 67
神戸市小規模保育事業
花の森

神戸市垂水区名谷町字大谷
1905-7

社会福祉法人　みかり会 小規模保育事業 谷村　木ノ実 078-742-6090 078-742-6090 要相談 要相談 未定

児 68 みなと保育園
美方郡香美町香住区一日市
157-1

宗教法人　願行寺 保育所 副園長　下村　清 0796-36-1053 0796-36-1344 ４～１月 ５日 ５人 資格のない方でも大歓迎です。

児 70 ニコニコ桜保育園
〒662-0038
西宮市南郷町8-12

社会福祉法人　長陽会 保育園 小西　祐介 0798-75-0024 0798-75-0444 6月以降 5日間 4名
田んぼのある保育園です。子ど自然と
触れ合う保育を体験してください。

児 71 聖パウロこども園
〒676-0822
高砂市阿弥陀町魚橋686番地

社会福祉法人
日本聖公会高砂福祉会

幼保連携型
こども園

坂牛　裕子 079-448-1101 079-448-1121 いつでも 5日 20人 楽しく体験・学習ができます

児 72 認定こども園わだ
〒669-3157
丹波市山南町和田372-1

社会福祉法人　和田福祉会 保育所 方山　さがみ 0795-76-0224 0795-76-0243 9～11月 5日 3人
みんな仲良く楽しい職場です。
資格のない方でも大歓迎です。

児 73 認定　白竜こども園 加西市玉野町435-5 社会福祉法人　白龍福祉会 認定こども園
柏原　泰信（園長）
小原　三和（主任）

0790-47-1185 0790-47-0088 ７月～１月 5日 3人
可愛い子どもたちとたくさん遊びましょ
う！



児童施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

児 74 えびす認定こども園
〒673-0423
三木市宿原9-1

社会福祉法人　えびす福祉会 幼保連携型認定こども園 向山　和代 0794-83-3247 0794-83-8178 6月～12月 5日 3人
資格の有無は問いません。体験された
い方、お待ちしております。

児 75 さつき園 宍粟市山崎町五十波390-1 社会福祉法人　宍粟福祉会 放課後等デイサービス 坂上　朋美 0790-62-6882 6790-62-6918 通年（用相談） 5日 １人
自然環境豊かな環境の中遊びを等して
全体的な発達を促す。

児 76 ななくさ学園
〒663-8001
西宮市田近野町8-1

社会福祉法人　阪神福祉事業団 福祉型障害児入所施設 船越　信利 0798-56-1710 0798-56-1711 8月～1月 5日間 法人全体２０名程度
福祉の現場が初めての方、資格の無い
方も大歓迎です。

児 77 わかば
〒669-2305
篠山市畑宮324番地2

社会福祉法人　わかたけ福祉会 児童発達支援 藤原樹子 079-552-0236 079-552-6808 要相談 5日 2人 ・資格のない方でも大歓迎です。

児 78 オリオン 姫路市的形町的形1762-21 社会福祉法人　五倫会 放課後等デイサービス 柳谷　菜穂 079-287-8770 079-287-8774 要相談 3日 1人
とにかく、子どもが好きな方大歓迎！ぜ
ひ、オリオンへ！！

児 79
幼保連携型認定こども園
きらり保育園

〒658-0012
神戸市東灘区本庄町1-3-1

社会福祉法人　堺暁福祉会 幼保連携型認定こども園 徳井　千晴 078-412-0415 078-412-0413 要相談 5日 未定
未来を担う子どもたちとふれあう、素敵
なお仕事です。
是非体験してみてください。

児 80
幼保連携型認定こども園
第2きらり保育園

〒658-0021
神戸市東灘区深江本町1-13-25

社会福祉法人　堺暁福祉会 幼保連携型認定こども園 川村　光身 078-411-2003 078-411-2006 要相談 5日 未定
未来を担う子どもたちとふれあう、素敵
なお仕事です。
是非体験してみてください。

児 81 あそか苑かおり保育所
〒664-0023
伊丹市中野西1-165

社会福祉法人　親和福祉会 保育所 橋本　典子 072-777-3890 072-777-3900 要相談 5日 6人
H28年8月頃新園舎がOPENします！先
生方の頑張りが子ども達の‘育ち’につ
ながります

児 82
幼保連携型認定こども園
豊富台保育園

〒679-2122
姫路市豊富町御蔭3278-57

社会福祉法人　豊富台福祉会 保育所 小野　榮 079-264-3277 079-264-6728 7月～ 5日 未定
少人数でアットホームで明るく楽しい職
場です。

児 83 東山ぽぽ保育園
〒669-1133
西宮市東山台1-106‐2

社会福祉法人　ほっとスマイル 保育所 加柴　ゆう子 0797-91-2242 0797-91-2243 7月～１月 5日 2人
一人ひとりを大切にする保育を、明るい
仲間たちで実践しています。

児 84 東山ぽぽ保育園分園
〒669-1133
西宮市東山台1-11‐1

社会福祉法人　ほっとスマイル 保育所 上大前　志保 0797-63-1332 0797-63-1335 7月～１月 5日 2人
一人ひとりを大切にする保育を、明るい
仲間たちで実践しています。

児 85 レインボー西宮 西宮市上田西町3-28
株式会社
テラ・コーポレーション

放課後等デイサービス 松宮　誠記 0798-43-5450 0798-43-5452 要相談 5日 1名
高齢者施設の中に今年４月オープンし
た新しい職場です。

児 86 若草保育園
〒669-1321
三田市けやき台5丁目24番地

社会福祉法人　信愛会 保育所 内田　正枝 079-563-5481 079-563-5482 相談に応じます 5日 求人予定数有 （人数未定） 保育の楽しさを体験して下さい

児 87
若草保育園分園
あさひ若草ナースリー

〒669-1323
三田市あかしあ台4丁目14番地4

社会福祉法人　信愛会 保育所 中川　洋子 079-564-5133 079-564-5134 相談に応じます 5日 求人予定数有 （人数未定） 温かい保育を体験して下さい

児 88
幼保連携型認定こども園
おっこう山

神戸市西区神出町五百蔵
142-400

社会福祉法人　雄岡山福祉会 幼保連携型認定こども園 総毛　祐治 078-965-1445 078-965-1443 要相談 5日 未定

児 89
幼保連携型認定こども園
鈴蘭台北町こども園

神戸市北区鈴蘭台北町
6-1-18

社会福祉法人　雄岡山福祉会 幼保連携型認定こども園 総毛　秀子 078-592-5911 078-592-6211 要相談 5日 未定

児 90 山のまち保育園 神戸市北区緑町2-7-19 社会福祉法人　雄岡山福祉会 保育園 藤澤　真由美 078-581-1121 078-581-1195 要相談 5日 未定

児 91 神戸市立小部児童館 神戸市北区鈴蘭台北町7-11-40 社会福祉法人　雄岡山福祉会 児童館 濱田　裕美 078-594-8645 078-594-8645 要相談 5日 未定
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児 92 あいの保育園 三田市下相野字追越1904 社会福祉法人　三翠会 保育所 山地　真由美 079-568-6292 079-568-6292 要相談 5日 若干名

児 93 かすみがおか虹保育園
〒655-0039
神戸市垂水区霞ヶ丘1丁目6-19

社会福祉法人　日の出福祉会 保育所 内田　麻美 078－707－5554 078－707－6664 7月～12月（要相談） 5日 未定

児 94 虹保育園
〒658‐0021
神戸市東灘区深江本町4丁目
1‐12

社会福祉法人　日の出福祉会 保育園 池上　紫津子 078-413-4124 078-413-4125 7月20日～8月31日 5日 有
0歳～就学前までの元気な子ども達が
待っています。たくさんの気づきや心温
まる瞬間に出会えると思います。

児 95 あかし虹保育園
〒673-0001
明石市明南町1丁目8-8

社会福祉法人　日の出福祉会 保育園 藤田　倫子 078-939-5224 078-939-5223 要相談 要相談 要相談 こどもが大好きな方、大歓迎！

児 96
事業所内保育所
ちびっこランドちどり

〒656-2311
淡路市久留麻1907番地
マンション北の街307

社会福祉法人　千鳥会 事業所内保育所 磯 かおり 0799-64-7555
 2016(H28).7.1～
 2017(H29).1.31

2日 1名

児 97 洲本保育園
〒656-0025
洲本市本町7-4-25

社会福祉法人　三愛会 保育所 三倉　克仁 0799-22-0897 0799-22-2384 要相談 5日 2人

児 98 多聞台保育園
〒655-0007
神戸市垂水区多聞台3-9-13

社会福祉法人　三愛会 保育所 三倉　めぐみ 078-781-2286 078-781-2305 要相談 5日 2人


