
この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

〔研修期間〕 2019年8月19日（月） ～ 8月30日（金） までの 12日間

〔地域〕 長野県木曽郡 上松町

〔研修先〕
①福祉系 ：あい愛ケアセンター
②観光系 ：上松町観光情報センター/ねざめホテル/赤沢自然休養林
③製造系 ：上松電子株式会社
④教育系 ：上松町教育委員会

⑤行政系 ：上松町役場 企画財政課 （主な研修内容は別紙を参照）

〔持ち物〕 着替え、作業のできる服装、宿泊用具（洗面用具・タオル・寝間着）

虫除けスプレー・救急用具（絆創膏等） 、スニーカー、帽子、軍手

〔宿泊先〕 「民宿さわぐち」 【宿泊費：無料】

〔食事〕 朝・夕２食付 （昼食は各自で手配願います）

〔上松町までの交通アクセス〕
・ＪＲ中央本線 「上松駅」下車
・研修施設と宿泊施設間の送迎あり

〔応募締切〕 2019年7月31日（水）

【問い合わせ・申し込み先】
上松町役場 企画財政課 企画政策係
電話 ： 0264-52-2001 
F A X ： 0264-52-2150
E-mail ： machiduk@town.agematsu.ｌｇ.jp

～さわやかな信州・長野県～

長野県の木曽地域（木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 ）では、学生
の皆さんに「福祉」「観光」「農業」「建設」「製造」の体験（研修）を通して、職業意識の向
上と木曽地域の魅力を知っていただくため “地域を挙げて” インターンシップ研修を実
施いたします。皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

《週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修》

（赤沢自然休養林と森林鉄道）

（寝覚の床）

上松町

mailto:machiduk@town.agematsu.nagano.jp


《上松町でのインターンシップ研修》

分類 研修施設 主な研修内容 連絡先等

福祉

(株)あい愛
あい愛ケアセンター

【定員 1名】

デイサービスにおける食事・レ
クレーション等の補助等

住所：上松町小川2050－5
電話：0264-52-1235
E‐mail：ds-aiai@yama-1.co.jp

観光‐1
上松観光情報センター

【定員： 1名】

外国人を含む観光来訪者への
案内業務補助、観光メニューの
企画等

住所：上松町上松159－3
電話：0264-52-1133
E‐mail：
kazue@town.agematsu.nagano.jp

観光-2
上松観光開発有限会社

ねざめホテル
【定員： 1名】

フロント業務全般、ホテル内清
掃、館内レストラン業務等

住所：上松町寝覚1888
電話：0264-52-2245
E‐mail：nezame-h@mx2.avis.ne.jp

観光-3
上松観光開発有限会社

赤沢自然休養林
【定員： 1名】

森林鉄道運行に関わる業務(保
安業務・改札業務)等

住所：上松町寝覚1888
電話：0264-52-2245
E‐mail：nezame-h@mx2.avis.ne.jp

製造
上松電子株式会社
【定員： 1名】

新入社員研修の体験(自動車メー

カーの考え方、電子部品のはんだ
づけ教育等)
また自動車製造に関わる業務

住所：上松町大字上松１８８
電話：0264-52-2500
E‐mail：
youichi-suzuki@kojima-tns.co.jp

教育
上松町教育委員会
(上松町公民館)
【定員： 1名】

公民館行事の同行(町民登山)
放課後こども教室の実習
公民館図書室業務

プール監視業務、各種プール教
室の補助等

住所：上松町大字小川1706

電話：0264-52-2111
E‐mail：
syakai@town..agematsu.nagano.jp

行政
上松町役場 企画財政課
(上松町地域おこし協力隊)

【定員： 1名】

地域おこし協力隊木工部の作業
手伝い 駅前空き家店舗のリノ
ベーション作業

ふるさと納税返礼品家具の製作
手伝い等

住所：上松町駅前通り2－13

電話：0264-52-2001
E‐mail：
machiduk@town.agematsu.naga
no.jp

宿泊施設 民宿さわぐち
住所：上松町大字小川5462
電話：0264-52-3422

http://sawaguchi-kiso.com/

上松町へのアクセス http://www.avis.ne.jp/～hinoki/index.html

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

http://www.avis.ne.jp/


この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

〔研修期間〕 8/19（月） ～ 8/30（金） までの 12日間

〔地 域〕 長野県木曽郡南木曽町

〔研 修 先〕 ①福祉系 ： 南木曽町社会福祉協議会 ＮＰＯなぎそ福祉会
②観光系 ： （公財）妻籠を愛する会
③製造系 ：南木曽発条(株)

〔持 ち 物〕 着替え、動きやすい服装、帽子、宿泊用具、

虫除けスプレー、救急用具（絆創膏等）、軍手 等

〔宿 泊 先〕 （一社）Local standards「結い庵」「柏屋」【宿泊費：無料】（町補助）

〔食 事〕 食事については毎食自己負担（自炊）となります。キッチン有り。

〔アクセス〕 JR中央本線「南木曽駅」下車
＊研修施設と宿泊施設の移動は、町で手配します。

〔応募締切〕 2019年7月31日（水）

【問い合わせ・申し込み先】

南木曽町役場 もっと元気に戦略室

電話 ： 0264-57-2001（直通）

F A X ： 0264-57-2270

E-mail ： genki-senryaku@town.nagiso.nagano.jp

～さわやかな信州・長野県～

長野県木曽地域（木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 ）では、学生の
皆さんに「福祉」「観光」「農業」「建設」「製造」の研修を通して、職業意識の向上と木曽
地域の魅力を知っていただくため “地域を挙げて” インターンシップを実施します。
皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

（南木曽町 妻籠宿）

（南木曽町 柿其渓谷 黒渕）

南木曽町



《南木曽町でのインターンシップ研修》

分類 研修施設 主な研修内容 連絡先等

福祉
社会福祉法人
南木曽町社会福祉協議会

【定員２名】

ディ・サービスでの介
護補助、または事務室
にて福祉事務

住所：南木曽町田立143-1

電話：0573-75-5516
E‐mail：

福祉

ＮＰＯ法人

なぎそ福祉会

【定員 ２名】

介護補助等
住所：南木曽町読書3348-9

電話：0264-57-3938
E-mail：npo.nagiso@ju.kiso.ne.jp

観光
（公財）妻籠を愛する会

【定員 ２名】

観光案内業務
おもてなし

住所：南木曽町吾妻2159-2

電話：0264-57-3513
E-mail：tumakai@ju.kiso.ne.jp

製造
南木曽発条(株)

【定員２名】
製造業（ばね）

住所：南木曽町読書2820

電話：0264-57-2500
E-mail：

宿泊施設
（一社）Local standards

結い庵 柏屋

住所：南木曽町読書4828-1
電話：090-7534-9413
http://m.facebook.com/helloyuian/

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

※南木曽町へのアクセス

http://www.town.nagiso.nagan
o.jp/kankou/access_2.html

mailto:npo.nagiso@ju.kiso.ne.jp
http://www.town.nagiso.nagano.jp/kankou/access_2.html


この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

〔研修期間〕 8/19（月） ～ 8/30（金） までの 12日間

〔地 域〕 長野県木曽郡木曽町

〔研 修 先〕 ①福祉系 ： デイサービスセンターひまわり

②農業系 ： ふるさと体験館きそふくしま
③観光系 ： 木曽おんたけ観光局、木曽馬の里、

キャンピングフィールド木曽古道
④製造系 ： 霧しな、木曽駒ミクロ

〔持 ち 物〕 着替え、動きやすい服装、帽子、宿泊用具など

〔宿 泊 先〕 旅館さらしなや 【宿泊費：無料（１日２食付）】 （町補助）

〔食 事〕 昼食のみ、実費となります。

〔アクセス〕 JR中央本線「木曽福島駅」下車

＊研修施設と宿泊施設の移動は、町で手配します。

〔応募締切〕 2019年7月31日（水）

【問い合わせ・申し込み先】
木曽町役場 企画財政課 企画係
電話 ： 0264-22-4287 （直通）
F A X ： 0264-24-3602
E-mail ： seisaku@town-kiso.net

～さわやかな信州・長野県～

長野県木曽地域（木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 ）では、学生の
皆さんに「福祉」「観光」「農業」「建設」「製造」の研修を通して、職業意識の向上と木曽
地域の魅力を知っていただくため “地域を挙げて” インターンシップを実施します。
皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

木曽町



《木曽町でのインターンシップ研修》

分類 研修施設 主な研修内容 連絡先等

福祉
デイサービスセンター ひまわり

【定員１名】
歩行・レクリエーション補
助などの軽介助

住所：木曽町福島6305
電話：0264-26-1116

農業
ふるさと体験館きそふくしま

【定員 ２名】

農業体験補助、畑作業、
草刈等

住所：木曽町新開6959
電話：0264-27-1011

製造
販売

株式会社 霧しな

【定員 ２名】

検品・箱詰め・出荷作業
工場内売店での販売業務

住所：木曽町開田高原西野
5227-121
電話：0264-44-2341

製造
株式会社 木曽駒ミクロ

【定員 １名】

精密機器製工程を会社の技
術者の指導により実体験する

住所：木曽町新開1783
電話：0264-24-3700

観光
木曽おんたけ観光局

【定員 ２名】

観光案内や体験メニュー
の補助に入る

住所：木曽町福島5084
電話：0264-25-6000

観光
キャンピングフィールド木曽古道

【定員 ２名】
キャンプ場における諸業務

住所：木曽町福島3-1
電話：0264-22-2766

観光
木曽馬の里

【定員 ２名】

木曽馬の飼育補助、ホー
スセラピー

住所：木曽町開田高原末川
5596-1
電話：0264-42-3085

宿泊施設 旅館さらしなや
住所：木曽町福島6168
電話：0264-22-2307
http://sarashinaya.com/

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

※木曽町へのアクセス http://www.town-kiso.com/chousei/gaiyou/100276/100305/

http://www.town-kiso.com/chousei/gaiyou/100276/100305/


この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

〔研修期間〕 8/19（月） ～ 8/30（金） までの 12日間

〔地 域〕 長野県木曽郡木祖村

〔研 修 先〕 ①観光系 ： やぶはら高原 こだまの森

〔持 ち 物〕 着替え、動きやすい服装、帽子、宿泊用具など

〔宿 泊 先〕 栗屋旅館 【宿泊費：無料（１日２食付）】 （村補助）

〔食 事〕 昼食のみ、実費となります。

〔アクセス〕 JR中央本線「藪原駅」下車

＊研修施設と宿泊施設の移動は、徒歩または役場の自転車になります。

〔応募締切〕 2019年7月31日（水）

【問い合わせ・申し込み先】
木祖村役場 総務課
電話 ： 0264-36-2001 （代表）
F A X ： 0264-36-3344
E-mail ： soumu@kisomura.com
http://www.vill.kiso.nagano.jp/

～さわやかな信州・長野県～

長野県木曽地域（木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 ）では、学生の
皆さんに「福祉」「観光」「農業」「建設」「製造」の研修を通して、職業意識の向上と木曽
地域の魅力を知っていただくため “地域を挙げて” インターンシップを実施します。
皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

（やぶはら高原スキー場）

（秋の鳥居峠）

木祖村

mailto:soumu@kisomura.com


《木祖村でのインターンシップ研修》

分類 研修施設 主な研修内容 連絡先等

観光
やぶはら高原
こだまの森

【定員 １名】

来場者の受付補助
場内の整備 等

住所：木祖村小木曽3362
電話：0264-36-1623 
http://www.kodamanomori.kp

宿泊施設 栗屋旅館
住所：木祖村菅2925-3
電話：0264-36-3038
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kurimin

※木祖村へのアクセス

※電車を利用した場合のアクセス（略図）

http://www.kodamanomori.kp/


この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

〔研修期間〕 8/19（月） ～ 8/30（金） までの 12日間

〔地 域〕 長野県木曽郡 王滝村

〔研 修 先〕 観光系：おんたけ休暇村（主な研修内容は別紙を参照）

〔持 ち 物〕 着替え、作業のできる服装、宿泊用具（洗面用具・タオル・寝間着）

虫除けスプレー・救急用具（絆創膏等） 、スニーカー、帽子、軍手

※付近にコンビニ等買い物できる施設はありませんので、必要なものは

事前に準備願います。

〔宿 泊 先〕 古民家風ゲストハウス おおや 【宿泊費：無料】

〔食 事〕 自炊

〔アクセス〕 ＪＲ中央本線 「木曽福島駅」下車 （現地まで村の「公用車」で送迎）

〔応募締切〕 7月31日（水）

【問い合わせ・申し込み先】
王滝村役場 村おこし推進課丸山文広
電話 ： 0264-48-2001 （直通）
F A X ： 0264-48-2172
E-mail ： kouryu@vill.otaki.nagano.jp

～さわやかな信州・長野県～

長野県の木曽地域（木曽町・上松町・南木曽町・大桑村・王滝村）では、学生の皆さん
に「福祉」「観光」「農業」の体験（研修）を通して、職業意識の向上と木曽地域の魅力を
知っていただくため “地域を挙げて” インターンシップ研修を実施いたします。
皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

（おんたけ湖カヌー）

王滝村



《王滝村でのインターンシップ研修》

分類 研修施設 主な研修内容 連絡先等

観光

おんたけ休暇村 8月19日～8月30日の間

こども応援プログラム
アウトドア指導のサポート

（25～26日は休暇）

おんたけ休暇村
担当：古畑

℡ 0264-48-2111
http://www.ontake-

kyukamura.net/
【定員１名】

宿泊施設
古民家風ゲストハウス
おおや

宿泊施設周辺にはコンビニ等がありません

※王滝村へのアクセス http://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/data002.html

※研修の日程と概要、問い合わせ先は下記のとおり。

http://www.ontake-kyukamura.net/
http://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/data002.html


この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

〔研修期間〕 2019年8月19日（月） ～ 8月30日（金） までの 12日間

〔地 域〕 長野県木曽郡大桑村

〔研 修 先〕 農業系 ： 株式会社 ファーストグリーン

〔持 ち 物〕 着替え、動きやすい服装、帽子、宿泊用具など

〔宿 泊 先〕 民宿 いとせ 【宿泊費：無料（１日２食付）】 （村補助）

〔食 事〕 昼食のみ、実費となります。

〔アクセス〕 JR中央本線「大桑駅」下車
＊研修施設と宿泊施設の移動は徒歩１分です。

〔応募締切〕 2019年7月31日（水）

【問い合わせ・申し込み先】
大桑村役場 総務課 企画係
電話 ： 0264-55-3080 （代表）
F A X ： 0264-55-4134
E-mail ： kikaku@vill.ookuwa..nagano.jp
http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/

～さわやかな信州・長野県～

長野県木曽地域（木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 ）では、学生の
皆さんに「福祉」「観光」「農業」「建設」「製造」の研修を通して、職業意識の向上と木曽
地域の魅力を知っていただくため “地域を挙げて” インターンシップを実施します。
皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

（大桑村）

（阿寺渓谷）

大桑村



《大桑村でのインターンシップ研修》

分類 研修施設 主な研修内容 連絡先等

農業
株式会社
ファーストグリーン

【定員 ２名】

しいたけの収穫・加工
の補助など

住所：木曽郡大桑村
大字殿1-71

電話：0264-55-4088
https://ookuwa-fg.com

宿泊施設 民宿 いとせ
住所：木曽郡大桑村大字殿1-7
電話：0264-55-3686

※大桑村へのアクセス ※電車を利用した場合のアクセス（略図）

【しいたけの収穫】 【宿泊施設】


