
NO 事業所名 主要業務 郵便番号 所在地 受入可能業務
受入
人数

受入時期 対象学生・学部等（空欄は問わない） 備考

1 松岡建設株式会社 総合建設業 510-8114 三重郡川越町亀崎新田51番地1 土木・建築施工監督手伝い 2 8月初旬

2 養護老人ホーム　翠明院 養護老人ホーム 511-0501 いなべ市藤原町鼎1166番地 介護業務 特になし 特にありません

3 社会福祉法人いずみ　ＴＯＩＮあーち 障がい者生活介護 511-0257 員弁郡東員町北大社字前川原139 障がい者の介護等
同じ期間に複数名ご希望の場合は一度に2名までとさせ

て
頂き、期間をずらして来て頂きたいです。

4 昭和印刷株式会社 印刷業 511-0839 桑名市大字安永1251 総務・製本・制作・Web制作 3 7月～9月頃

5 社会福祉法人　耕逸山児童福祉協会　多度保育園 保育所 511-0101 桑名市多度町柚井1775 保育業務 2 10月10日～12月10日 大学文系・短大

6 株式会社ほくせい 葬祭業 511-0937 桑名市志知865 式典スタッフ 2

7 有限会社ほほえみ 福祉 511-0923 桑名市桑部八左衛門新田1079-1 介護業務 3

8 桑名電気産業株式会社 設備工事業 511-0834 桑名市大字大福字寺跡442番地
制御盤・計装盤の設計、計装設備工事、電気設備工事の施工管理、
ソフトウエア制作

3 随時(出来る限り対応させて頂きます）

9 有限会社ふるさと　 介護施設 511-0819 桑名市北別所字蔵金坊1607 介護サービス 2 何時でも可

10 特定非営利活動法人　三重県自然環境保全センター 非営利事業 511-0912 桑名市大字星川853‐3
三重県民の森の管理運営、上野森林公園の管理運営、博物館ミエムショッ
プ販売業務

5 随時

11 株式会社金星堂 看板製作 511-0836 桑名市江場481 製作、工房（軽作業）、営業 2 いつでも

12 扶桑工機㈱ 生産用機械器具製造業 511-8558 桑名市大字増田500 機械設計、制御設計 6 8月 大学理系

13 垂坂山ブルーミングハウス サービス業 510-0007 四日市市別名3丁目3番10号 知的障害者の日中生活支援 1 土日、長期連休（お盆、お正月、ＧＷ）以外

14 高砂建設株式会社 総合建設業 510-0042 四日市市高砂町8番29号 現場作業における教育実修 若干 8月中旬～9月中旬 大学理系 施工管理職を希望する方が良い

15 しおはま在宅介護サービスセンター 通所介護（老人介護） 510-0863 四日市市塩浜栄町471 老人介護（デイサービス） 1

16 株式会社日野 商社 510-0942 四日市市東日野町775 営業 1 随時

17 ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市 NPO活動、子育て支援、子どもの体験 510-0961 四日市市波木町2040-2 NPO事務 5

18 デイサービス　すこやか 通所介護 512-0911 四日市市生桑町79-1 デイサービスにおける業務全般 2 日曜、祝日以外ならいつでも受入可能

19 株式会社フローラ 天然植物活性力液ＨＢ－１０１など20種類の製造の製造販売 510-0855 四日市市馳出町3-39 研究開発職、営業、一般事務、製造 20 いつでも

20 株式会社小林機械製作所 製造業 510-0947 四日市市八王子町2435 機械加工および組立業務 1 随時
大学理系、高専

学部専攻等（機械及び電子電気）

21 社会法人　青山里会 社会福祉事業 512-1111 四日市市山田町5500-1 介護職 5 随時

22 株式会社ミズノ 環境コンサルティング 510-0023 四日市市午起2-1-5 コンサルティング、営業、マーケティング業務
1～2/1回に

つき
通年 大学文系・大学理系

適正や志向によって、やって頂く仕事が変るた
め、四日市市安島の方の環境コンサルティング
事業部のオフィスに配属になる可能性がありま
す。

23 株式会社伊藤製作所 精密プレス部品加工及び順送り金型制作・販売 510-8061 四日市市広永町101 金属部品測定、ＮＣデータ作成　他 若干 当社稼働日
大学文系、大学理系、短大、高専、専修学校

学部は問いません。

24 ㈱三重平安閣 冠婚葬祭業・介護業 510-0088 四日市市元町8-5 応相談 応相談

25 東横ＩＮＮ　近鉄四日市駅北口 ホテル業 510-0086 四日市市諏訪栄町8‐4 フロント業務、客室清掃業務 2 2017.9～2017.11の5日間

26 ㈱東洋 クリーニング業 510-0001 四日市市八田1‐1‐22 クリーニング業務、商品管理業務 3 1月～11月（※12月以外OK ）

27 株式会社明和製作所 金型製造業 510-1323 三重郡菰野町小島2461-32 物づくり工程（設計、検査、モデリング） 2 4、5月以外 大学理系、高専

28 救護施設　菰野千草園 社会福祉施設 510-1251 三重郡菰野町大字千草字草里野6455-3 施設利用者との交流 2/1日 いつでも可能

29 デンソートリム株式会社 輸送用機器製造業 510-1222 三重郡菰野町大強原赤坂2460 二輪車用発電機または二輪車用エンジン制御装置の設計 3 8月中旬～9月中旬のうち5日間程度 大学理系

30 マツオカ建機㈱ 建機レンタル業 510-8111 三重郡川越町当新田17 営業事務等 1 1週間程度

31 特別養護老人ホーム　鈴鹿聖十字の家 社会福祉 513-0015 鈴鹿市木田町1961番地 簡単な介護 2 6月～9月

32 社会福祉法人鈴山会　あかつき保育園 保育所 513-0821 鈴鹿市地子町906-2 保育士 5 夏6月～10月

33 株式会社ダイワコーポレーション　 保険調剤薬局 510-0235 鈴鹿市江島町14-1 調剤 1 7～9月（2週間程度） 大学理系　薬学部

34 株式会社豊栄モータース サービス業(民間車検工場） 510-0256 鈴鹿市磯山4丁目4-35 自動車修理・営業・板金・塗装 5

35
社会福祉法人博愛会　特別養護老人ホーム　ルーエハイム
ディサービスセンター　ルーエハイム

介護職 510-0266 鈴鹿市長法寺町字権現763 介護体験 1 随時(応相談）

36 石薬師保育園 保育所 513-0012 鈴鹿市石薬師町1735-1 保育業務の補助 5 保育士資格取得見込者

37 イケダアクト株式会社 建設業 513-0032 鈴鹿市池田町櫛引1140番地 土木・施工管理 1 7月～9月

38 社会福祉法人愛児の会　第2石薬師保育園 保育園 513-1124 鈴鹿市自由ヶ丘二丁目18番14号 保育業務 5 １０月～１２月

39 鈴鹿市立牧田保育所 保育所 513-0827 鈴鹿市大池2丁目2番2号 保育補助 3 7月・10月・11月・2月

40
株式会社ストーリア　（鈴鹿ストーリアホテル、白子ストーリアホ
テル、鈴鹿セントラルホテル、亀山セントラルホテル）

ビジネスホテル 513-0806 鈴鹿市算所1丁目1-1 フロント業務
８（4ホテルに

て各2名）
いつでも

41 株式会社クスハラ自動車 自動車小売業 513-0819 鈴鹿市肥田町575-3 営業（1名）・整備（1名） 2 6月中旬～12月 大学文系・大学理系・専修学校（自動車専門）

42 社会福祉法人鈴鹿福祉会　特別養護老人ホーム鈴鹿グリーンホーム特別養護老人ホーム 519-0321 鈴鹿市深溝町2956 介護、相談業務（ケアマネジメントを含む） 1 通年
短大、高専、専修学校

学部：福祉系

43 社会福祉法人　志生会　ハートピア保育園 乳幼児の保育業務 513-0805 鈴鹿市算所町563-3 子どもの気持ちに寄り添える保育援助者 3 随時 短大・専修学校 保育に興味をお持ちの方

44 社会福祉法人天年会　特別養護老人ホームかなしょうず園 社会福祉事業 513-0821 鈴鹿市地子町字金生水814-30 施設利用者の生活全般における介護支援、コミュニケーション 3
直接ご相談下さい。他実習生受入日程により調整致しま

す。

45 株式会社中勢自動車学校 教育サービス業（指定自動車教習所） 510-0254 鈴鹿市寺家6丁目1-20 教習指導員候補者としての疑似体験 2 7月中（平日の1日） 大学文系、大学理系
・男性希望

46 農事組合法人　鈴鹿山麓夢工房 農業 519-0311 鈴鹿市大久保町1677 キノコの生産、管理 3 8月～11月

47 （医）博仁会　村瀬病院グループ 医療・福祉 513-0801 鈴鹿市神戸3-12-10 介護業務 2～3 6月～8月　　その他は応相談可

48 ＩＣＤＡグループ（Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ三重北/Ａｕｄｉ三重他） 商社（自動車） 513-0802 鈴鹿市飯野寺家町234-1 ショールームでの接客、店舗案内業務（洗車、事務作業） 3～5 8月～9月

49 鈴鹿農業協同組合 その他協同組合（農業協同組合） 513-8650 鈴鹿市地子町1268 事前に相談の上決定します。※金融・営農・渉外・内勤等調整の上実施
1回あたり

5～10名程度
夏のインターンシップ　8月下旬

冬のインターンシップ　11月～2月
大学文系・大学理系
（学部は問わない）

50 ㈱ビーイング ソフトウェア 514-0003 津市桜橋1-312 システム開発体験プログラム 3～6 8月28日～9月1日
大学文系・大学理系・短大・高専・専修学校

文理不問(経験に応じて個別に内容を変えます）
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NO 事業所名 主要業務 郵便番号 所在地 受入可能業務
受入
人数

受入時期 対象学生・学部等（空欄は問わない） 備考

51 株式会社まつぜんフードサービス 飲食業 514-0015 津市寿町4-6 栄養士、調理師 2 随時 短大・専修学校

52 公益財団法人三重県文化振興事業団 サービス業（三重県総合文化センター管理運営等） 514-0061 津市一身田上津部田1234 三重県総合文化センターの管理・運営業務 要相談 要相談

53 株式会社ジェイ・ピー・アイ プラスチック成形（自動車部品） 510-0303 津市河芸町東千里1064 プラスチック成形者・成形技術者・検査 1～2 要相談

54 特別養護老人ホーム慈宗院 社会福祉 514-0077 津市片田長谷町167-1 介護業務 1～2 年間通じて

55 株式会社光機械製作所 製造業 514-0112 津市一身田中野8-1 機械設計、電気設計、機械加工、機械組立 2 8月下旬 大学理系・高専

56 株式会社三重ヒヨコ 農業 514-0122 津市大里野田町1627番地 孵卵場ヒナ発生業務 2 ８月

57 三重県工業研究所 研究開発 514-0819 津市高茶屋5丁目5番45号
機械・金属・電子・食品・製剤（医療品）プラスチック・コンクリート・陶磁器・エ
ネルギー技術関係

10名程度 ７～９月 大学理系、高専

58 日本土建株式会社 総合建設業 514-8586 津市大倉19番1号 現場作業所での実習(土木、建築系希望)
土木、建築で

各1
受入は現場作業所の規模、進捗状況や場所等の諸条件
が合えば、実施します。

土木、建築系

59 特別養護老人ホ-ム　げいのう逢春園 福祉 514-2211 津市芸濃町椋本5310-1 介護支援 2

60
社会福祉法人　あけあい会
(旧名称：社会福祉法人　明合乃里会）

高齢者の介護業務 514-0825 津市緑が丘1‐1‐1 介護業務 2 随時

61 三重県 官公庁 514-8570 津市広明町13 地方行政事務 約70名 8月上旬～9月上旬 大学文系・大学理系・短大
募集期間は5月22日(月）8：30～6月2日(金)17：
00

62 三重交通株式会社 運輸業 514-8635 津市中央1番1号 旅行業及び路線バス業務（予定） 10 8月中旬

63 株式会社オリエンタル 印刷業 510-0304 津市河芸町上野2100 営業職 2 8月頃

64 株式会社津松菱 小売業(百貨店) 514-8580 津市東丸之内4番10号 店頭販売、基本研修、集合研修など

10
（10他校参加
者含む全体

人数）

9月上旬から10日間
大学文系・大学理系・短大

(学部は問わない）

65 津市中央保育園 保育 514-0032 津市中央8-8 保育 3 8：30～17：00 学部専攻等(教育・保育）

66
社会福祉法人白壽会
特別養護老人ホーム豊野みかんの里

老人介護 514-0115 津市一身田豊野1659番地 介護業務 1 相談の上、受入します。

67 株式会社松阪鉄工所 金属製品製造業 514-0817 津市高茶屋小森町1814 組立・機械加工・設計 2 随時 大学理系・高専

68 社会福祉法人素問会　芹の里介護老人保健施設 介護老人保健施設 514-1114 津市久居井戸山町759番地の7 高齢者介護一般 2～4 特に問わない

69 特別養護老人ホーム　報徳園 介護老人福祉施設 514-0065 津市河辺町1317番地の1 高齢者介護等 2～3 Ｈ29.4～Ｈ30.3 明るく元気に高齢者と関わって下さい。

70 三重テレビ放送株式会社 民間放送業 514-0063 津市渋見町693-1
ニュー他、自社制作番組の作成補助業務等
（早朝出勤もあり。体力が必要な業務です。）

2 8月～9月
大学文系、大学理系、短大、高専

学部は問いません。

71 三重県観光開発株式会社 サービス業 514-0042 津市新町1丁目5番35号
伊勢自動車道安濃SA上り線における売店・レストランでの接客販売、
軽食コーナーでの調理補助

4 7月～9月 大学文系、大学理系、短大

72 特定非営利活動法人おもいやり介護の会　つくしんぼ 介護サービス全般 514-0057 津市一色町240 介護体験 3

73 津市立安濃保育園 保育園 514-2306 津市安濃町曽根710-2 保育業務（子どもの好きな人、大歓迎です） 5 7月～8月・1月～3月

74 津市立橋南保育園 保育士 514-0801 津市船頭町1691番地 保育士 2 6月・7月・9月・10月

75 三重県教職員組合 514-0003 津市桜橋2丁目142番地 教育実践にかかわるレポートの仕分け、学校への取材等 3 10月中旬頃
大学文系・大学理系
（教職員希望の方）

76 三重グリコ株式会社 食品製造業 514-0304 津市雲出本郷町1846-5 製造ライン実習、機械電気関連業務　他 2 ご相談に応じます 高専（機械系・電気系）

77 株式会社朝日屋 食肉流通全般 514-0031 津市北丸ノ内20 店頭販売、精肉作業補助 5

78 津地方法務局 行政事務 514-8503 津市丸之内26-8 法務局が所掌する事務全般（登記、戸籍、供託、人権、事務等　 6～8 8月下旬

79 三重日産自動車株式会社 自動車販売・修理業 514-0821 津市垂水557-1 店頭業務（受付け、実務補助） 2 学生さんと調整

80 特定非営利活動法人どんぐりの会 児童福祉 514-0819 津市高茶屋5丁目2-64 学童指導員（小学生の保育、宿題見守り、遊び指導など） 1 7月～8月 短大

81 社会保険労務士法人　綜合経営労務センター 社会保険労務士事務所 514-0027 津市大門19-15 パティオビル 301 社会保険労務士業務の補助業務 1 随時可 大学文系・大学理系 士業資格取得を目指す人を希望します。

82 株式会社マルヤス スーパーマーケット 514-0803 津市柳山津興3289 スーパーマーケット全般
各店

1～2名

83 ダイヤ燃商株式会社 卸・小売業　ＬＰガスの販売 514－0819 津市高茶屋7-5-52 全般 2 7月～9月 大学文系・大学理系

84 公立学校共済組合津宿泊所　プラザ洞津 ホテル業 514－0042 津市新町1-6-28 宿泊客室ベッドメーク、食器洗浄、宴会場清掃、ホテルフロント業務など 2 9月を除く通年（長期不可）

85 株式会社アポア 建築・土木工事業 514－0815 津市藤方1704-2 建築工事、建設設計、ショップ 4 随時

86 ネッツトヨタ三重株式会社 自動車販売 514-0821 津市垂水165 自動車営業の体験（店頭受付体験、訪問体験、営業スタッフ業務の見学） 1 相談に応じます 大学文系

87 特定非営利活動法人atrio 教育ＮＰＯ法人 514-1125 津市久居元町2361-2　　　ＭＣビル101 中小企業のコンサルティングアシスタント、企業研修アシスタント 1 平成27年6月1日(月)～平成28年3月31日（木）

88 倉本病院デイサービスセンター津デイ 介護・福祉 514-0805 津市下弁財町津興3040 高齢者介護 2 随時可

89 社会福祉法人　洗心福祉会 福祉サービス 514-0831 津市本町26-13 5 夏期（7月～8月頃）

90 三重いすゞ自動車㈱ 小売業(自動車販売・修理） 514-8711 津市垂水字中境505 営業職、整備士 2 要相談

91 ミフジ㈱ 514-0028 津市東丸之内5‐8 卸部手配業務、小売部商品展開業務、Web部手配業務 1/回 7月～9月の3日間 大学文系・短大・高専・専修学校

92 グリーンストック㈱ 人材紹介業・人材派遣業 514-0027 津市大門4-3 きゅうじんきじさくせい（Web求人サイト)新規開拓等 2 8月以降

93 クラギ株式会社 卸小売 515-0818 松阪市川井町花田539 農家さんへの困ったを解決しよう！ 20 8月～9月
大学文系・大学理系・短大

学部専攻等は問わない

94 松阪興産株式会社 製造業(建設資材製造販売） 515-0005 松阪市鎌田町253-5 営業職 3 要相談 大学文系・大学理系

95 株式会社コスモス・コーポレイション その他のサービス業(安全規格申請代行業） 515-1104 松阪市桂瀬町718-1 評価試験、ＥＭＣ測定　等 2 8月16日～29日　　※実質10日間
大学理系・高専

(電気・電子・機械に関する学科)

96 社会福祉法人　ペテスタ　　こいしろの里 社会福祉法人 515-0212 松阪市稲木町1008 知的障害の方の支援（作業支援・生活支援など） 3～6 相談に応じます

97 明光電気株式会社 電気工事業 515-0812 松阪市船江町362番地の1 電気工事 1 問わない

98 三重県立みえこどもの城 大型児童館 515-0054 松阪市立野町1291　中部台運動公園内 各ブースでのイベント準備・補助・事務作業等
若干

（要相談）
7月～9月（要相談）

※同じ日に希望者が重ならないように受け入れたい

99 企業組合　三重中高年雇用福祉事業団 介護保険事業、環境整備事業、物流受託事業、緑化事業 515-0045 松阪市駅部田町51-1 介護保険事業、環境整備事業、物流受託事業 2 通年

100 株式会社トモ　営業本部 受託給食及びサービス関連業 515-0053 松阪市広陽町43-2 調理及び調理補助 1 8月～11月 大学文系、短大、高専、専修学校

101 株式会社サイネックス製作本部 広告、出版、印刷、同関連事業 515-0045 松阪市駅部田町101 編集、ＤＴＰ、広告審査業務 2 7月下旬～8月下旬

102 医療法人　碧会　　介護老人保健施設なごみの里 介護老人保健施設 519-2216  多気郡多気町古江字東山1512-1 介護業務 1～2 要相談

103 パナソニック㈱AIS社メカトロニクス(事） 製造業 519-0492 度会郡玉城町田宮寺 生産技術、清三、品質保証等 4 9月3日前後(学生の夏季休暇の期間中）
鈴鹿高専の学生のみ
電気・機械・(化学）

104 ＮＰＯ法人　ステップワン作業所 生活介護 516-0014 伊勢市楠部町1677-5 知的障がい者の介護等 3
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NO 事業所名 主要業務 郵便番号 所在地 受入可能業務
受入
人数

受入時期 対象学生・学部等（空欄は問わない） 備考

105 株式会社堀崎組 総合建設業 516-0005 伊勢市竹ヶ鼻町206 建設現場での実作業及び補助作業 1～2 学校の夏季休暇時 大学理系（建築学科）

106 株式会社岩戸屋 土産物販売 516-0024 伊勢市宇治今在家町58番地 販売 2 年中いつでも結構です

107 社会福祉法人慈恵会　特別養護老人ホーム正邦苑 高齢者介護 515-0507 伊勢市村松町3294番地1 介護 5 随時

108 特定非営利活動法人　植物セラピー普及協会 植物セラピー研究、人材育成、普及活動 516-0016 伊勢市神田久志本１023-17
８月予定の植物セラピー研究会フォーラム準備。当日は、主催者側として興
味と関心を高め、自らの適職を発見する良い機会となります。ビジネスﾏﾅｰ
基本を学ぶ場となります。

3

7月～9月
今年度の植物セラピー研究会フォーラム開催は8月予定

（会場：皇學館大学内）
実習場　　　伊勢市上野町2064－27

109 株式会社山口工務店 建設業 516-0062 伊勢市浦口2-9-25 工務（現場管理手伝い） 2 8月下旬～9月中旬
大学理系・高専・専修学校

学部専攻等(建築・電気・機械・土木等）

110 有限会社伊勢福 飲食店、物販店等、総合観光施設｢おかげ横丁」運営・管理 516-8558 伊勢市宇治中之切町52 飲食店接客、厨房補助、洗い場、物販店販売補助 3 夏休み、お盆、シルバーウィーク、正月期間等繁忙時期

111 有限会社オズ　海島遊民くらぶ 観光業 517-0011 鳥羽市鳥羽1‐4‐53 エコツアーガイド・観光案内・事務処理 2 通年

112 鳥羽シーサイドホテル株式会社 旅館・ホテル業 517-0021 鳥羽市安楽島町1084番地 フロントベル係り 若干 8月1日～9月末 女子寮のみ空室あり

113 サコウ食品株式会社　 ドライブイン 517-0042 鳥羽市松尾町15-1 販売、商品企画 2 全期間

114 タラサ志摩ホテル＆リゾート ホテル業 517-0025 鳥羽市浦村町白浜 ホテル業務（フロント・レストランサービス・客室管理　等） 2 通年

115 株式会社御木本真珠島 観光サービス業 517-8511 鳥羽市鳥羽1‐7‐1 販売職　等 5 年間通じて

116 賢島パークホテルみち潮 観光旅館 517-0502 志摩市阿児町神明754－9 フロント・調理師 3 7/25～8/31

117 中外医薬生産株式会社 医薬品の製造販売業 518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目5番地の5 医薬品の製造に関する業務・分析業務 2 7月/下～9月/中 大学文系・大学理系

118 株式会社三和工務店　伊賀支店 建設業 518-0227 伊賀市青山羽根1310－1 土木・建築現場業務 3 通年
大学理系・高専

（工学部・建築学部・理工学部等）

119 株式会社伊賀の里　モクモク手づくりファーム 農業 518-1392 伊賀市西湯舟3609番地 農業、ものづくり、マーケティング、サービス 数名 4月～7月、10月～12月

120
社会福祉法人あやまユートピア　特別養護老人ホームぬくもり
園

指定介護老人福祉施設 518-1313 伊賀市馬場600 守秘義務、積極的な姿勢、福祉の理解 2

121 伊賀市役所　 地方公務 518-8501 伊賀市上野丸之内116番地 実習生の希望と担当部署のスケジュールにより決定します。

受入部員の
スケジュール
により調整し

ます

要相談

122 株式会社伊賀　ヒルホテルサンピア伊賀 宿泊業 518-0809 伊賀市西明寺2756-104 ホテルフロント　レストラン・宴会場サービススタッフ 2 通年

123 飯田金属工業株式会社 金属製品製造業 518-0033 伊賀市大野木2100 設計・生産技術・金型・製造 2 3月～5月
大学理系・短大・高専

(学部は問わない）

124 旭ダイヤモンド工業株式会社三重工場 ダイヤモンド工具の製造 518-0131 伊賀市ゆめが丘7‐8‐1 ダイヤモンド工具の製造 2 ８～９月頃（要相談）
大学理系・高専

（主として機械工学系、材料工学系の学生を受け入
れ）

125 伊賀北部農業協同組合 総合ＪＡ（金融・共済・営農・生活）
518-0820

伊賀市平野西町１番１ 商談体験（金融事業、営農事業等） 15 8月

ＪＡの仕事紹介や職場見学も実施します。その
後、商談体験を通じて実際に働くイメージを
作って頂きます。また社会人に必要なマナーに
ついてもお伝えできればと考えております。

126 株式会社タカキタ 農業機械製造業 518-0441 名張市夏見2828 応相談 応相談 応相談 大学理系

127 グリ－ントピア名張 介護 518-0602 名張市東田原2745 老人介護の現場での実体験 2 要相談

128 社会福祉法人　こもはら福祉会　桔梗が丘保育所 保育施設 518-0623 名張市桔梗が丘3-4-411-2 保育 数名 ご希望お聞きします

129 ㈱紀和マシナリー 製造業 518-0752 名張市蔵持町原出522-51 軽作業、検品、座学 1～2 応相談
大学理系・高専

（機械・理工・電気・情報）

130 社会福祉法人　清光会　紀南ひかり園 障害者支援施設 519-4325 熊野市有馬町4520-329 障害者支援 1日あたり2 （8月中旬、年末年始、1月、2月以外なら受入可能）

131 デイサービス楽らく　　グループホーム楽らく 認知症対応型共同生活介護・通所介護 519-5713 南牟婁郡紀宝町成川1071-1 介護業務 各2 通年（年末・年始は除く）
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