2018/8/7

～ さわやかな 信州・長野県 ～

《木曽町でのインターンシップ研修》

この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！
（御嶽山・開田高原）

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。

分類

研修施設

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

主な研修内容

連絡先等
木曽町社会福祉協議会

福祉

デイサービスセンター
ひまわり
【定員 1名】

デイサービスセンターにお
ける軽介助

農業

ふるさと体験館
きそふくしま
【定員 5名】

農業体験補助、
畑作業、草刈り等

TEL:0264-26-1116
http://fields.canpan
.info/organization/d
etail/1315735579
TEL:0264-27-1011
http://www.taikenk
an.jp/

〔研修期間〕 2018年8月20日（月） ～ 8月31日（金） までの 12日間
〔地 域〕 長野県木曽郡 木曽町

《週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修》
※研修期間中、地域のお祭りなど交流事業に
ご参加いただきたいと考えています。

〔研修先（主な研修内容は別紙を参照）〕
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

宿泊施設

旅情庵 （移住体験用シェアハウス）

問い合わせ先
TEL:0264-24-0717
info@life-kiso.com

設備：水洗トイレ・シャワー・洗濯機・調理器具一式・二段ベッド （男女別・各8人部屋）

〔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、
防寒着（朝晩は冷えるので長袖の上着など）

※キャンプに行くような準備で来ると快適に過ごせると思います。

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

〔宿泊先〕 「旅情庵」 （移住体験用シェアハウス） 【宿泊費：無料】（町補助）
〔食 事〕 原則 「自炊」 （材料費の実費をご負担願います。）
〔木曽町までの交通アクセス〕
・ＪＲ中央本線 「木曽福島駅」 下車
・研修施設と宿泊施設との交通アクセスは、原則 「路線バス」 を利用
〔応募締切〕 2018年7月31日（火）

※バス券を配布します。

【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
（福島関所）

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2018/8/7

～ さわやかな 信州・長野県 ～

《王滝村でのインターンシップ研修》

この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！
（おんたけ湖カヌー）

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。
〔研修期間〕 2018年8月20日（月） ～ 8月31日（金） までの 12日間
〔地 域〕 長野県木曽郡 王滝村

分類

観光

研修施設

おんたけ休暇村

※研修の日程と概要、問い合わせ先は下記のとおり。

主な研修内容

連絡先等

8月20日～8月31日の間

おんたけ休暇村
担当：古畑

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）

宿泊施設

おんたけ休暇村 社員宿舎

℡ 0264-48-2111
http://www.ontakekyukamura.net/

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

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

〔研修先〕
○観光系：おんたけ休暇村

※ 定員１名

（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〕 おんたけ休暇村 【宿泊費：無料】／古民家風ゲストハウスおおや
〔食 事〕 おんたけ休暇村：「食事つき」
※食事の実費（1食500円程度）をご負担いただきます。（休暇村）
〔王滝村までの交通アクセス〕
・ＪＲ中央本線 「木曽福島駅」下車 （現地まで村の「公用車」で送迎）
・研修施設と宿泊施設との交通アクセスは、原則「公用車」で送迎
〔応募締切〕 2018年7月31日（火）

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

※ 応募状況により、早目に募集を
締め切る場合があります。

（御嶽信仰）
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2018/8/7

《上松町でのインターンシップ研修》

～ さわやかな 信州・長野県 ～

この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

分類

研修施設

主な研修内容

福祉-1

障害者支援施設上松荘
【定員 1名】

食事・入浴等の身辺介助、障
がい理解の研修(医務・リハビリ
学習等)

福祉-2

(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

福祉-3

介護老人福祉施設
グレイスフル上松
【定員： 1名】

体操・レクレーション等の補助、
食事準備、清掃など

https://e-sunlife.or.jp/f
acilty/431/

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

TEL：0264-52-2298

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

観光-3

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

教育

上松町B&G海洋センター
【定員： 1名】

（赤沢自然休養林と森林鉄道）

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。
〔研修期間〕 2018年 8月20日（月） ～ 8月31日（金） までの 12日間
〔地 域〕 長野県木曽郡 上松町

《週：研修 5日／休暇2日＝実質10日間の研修》

〔研修先（主な研修内容は別紙を参照）〕
①福祉系 ： 上松荘 / グレイスフル上松/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教育系 ： 上松町B&G海洋センター
〔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】（町補助）
〔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「マイクロバス」 による送迎あり

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

（寝覚の床）

TEL：0264-52-2298
http://kisoshaji.net/age
matsusou.html

TEL：0264-52-1235
http://aiaicare.jp/carec
enter/

TEL：0264-52-1211

http://www.avis.ne.jp/
～hinoki/kkgaiyou.html

TEL：0264-52-2245
http://w2.avis.ne.jp/～
nezame-h/

TEL：0264-52-2245
http://w2.avis.ne.jp/～
nezame-h/

TEL：0264-52-2111
プール監視業務、各種プール
教室の補助等

〔応募締切〕 2018年7月31日（火）

【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.nagano.jp

連絡先等

宿泊施設

民宿さわぐち

http://www.town.agemats
u.nagano.jp/gyousei/kuras
hi/kyouikuiinkai/silyakaitaii
kusisetu_2.html

TEL:0264-52-3422
http://sawaguchi-kiso.com/

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

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。
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2018/8/7

～ さわやかな 信州・長野県 ～

《南木曽町でのインターンシップ研修》

この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

分類～
福祉-1

研修施設
南木曽町社会福祉協議
デイサービスセンター

【定員 4名】

（妻籠宿）

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。

〔地域〕 長野県木曽郡 南木曽町

※研修期間中、地域の催事など交流事業に
ご参加いただきたいと考えています。

〔研修先〕
①福祉系 ： 南木曽町社協 （介護補助他・地域福祉事務業務） ／ NPOなぎそ福祉会
②観光系 ： （公財）妻籠を愛する会
〔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

主な研修内容

連絡先等

高齢者・障がい者の食事
・入浴など介護の補助

http://www.nagisosy
akyo.or.jp/zaitaku/

福祉-2

南木曽町社会福祉
協議会
【定員 2名】

地域福祉事務業務

http://www.nagisosy
akyo.or.jp/koubou/

福祉-3

NPO法人 なぎそ福祉会
宅幼老所「ごうどの家」
【定員 3名】

高齢者・障がい者の食事
・入浴など介護の補助

http://www.npohiroba.or.jp/search/z
oom.php?pk=81229

観光

（公財）妻籠を愛する会
一石栃立場茶屋
【定員 6名】

観光案内（通訳等）の補助
アンケート収取・分析ほか

http://tumagowoaisu
rukai.jp/

〔研修期間〕 2018年8月20日（月） ～ 8月31日（金） までの 12日間（妻籠を愛する会を除く）
2018年9月 3日（月） ～ 9月14日（金） までの 12日間（妻籠を愛する会をのみ）
（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

宿泊施設

（一社）LOCAL STANDARDS
（ローカル スタンダーズ）

http://airy.net/archives/category/blog/archives/5993

〔宿泊先〕 （一社）LOCAL STANDARDS 【宿泊費：無料】 （町補助）
〔食事〕 実費（一食500～800円程度）をご負担願います。
〔南木曽町までの交通アクセス〕
・ＪＲ中央本線 「南木曽駅」下車
・研修施設と宿泊施設との交通アクセスは、町で手配します。
〔応募締切〕 2018年7月31日（火）

※南木曽町へのアクセス
http://www.town.nagiso.nagan
o.jp/kankou/access_2.html

【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 係長 西尾 真一
電話 ： 0264-57-2001 （直通）
F A X ： 0264-57-2270
E-mail ： genki-senryaku@town.nagiso.nagano.jp
（桃介橋）

※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。
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2018/8/7

～ さわやかな 信州・長野県 ～

《大桑村でのインターンシップ研修》

この夏、
木曽川の源流
「木曽」でインターンシップ！

（大桑村）

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。

※下記の研修の中から1ヶ所を選択ください。

分類

研修施設

主な研修内容

連絡先等

福祉-1

大桑村
デイサービスセンター
【定員 1名】

高齢者と散歩や話
し相手などの交流
時に歩行・レクリ
エーション補助な
どの軽介助

住所：木曽郡大桑村
大字殿981-1
電話：0264-55-2700
E‐mail：
sk.okuwadc@pb.kiso.ne.jp

福祉-2

大桑村
地域活動支援センター
「くわっこ工房」
【定員 1名】

障がい者の生活
訓練の支援

住所：木曽郡大桑村
大字野尻1307-1
電話：0264-55-4447
E-mail：
sk.okuwakk@pb.kiso.ne.jp

〔研修期間〕 2018年8月20日（月） ～ 8月31日（金） までの 12日間
〔地 域〕 長野県木曽郡 大桑村

（週：研修5日／休暇2日＝実質10日間の研修）

〔研修先〕 ①福祉系 ： 大桑村デイサービスセンター
②福祉系 ： 大桑村地域活動支援センター 「くわっこ工房」

宿泊施設

フォレスパ木曽 あてら荘

住所：木曽郡大桑村大字野尻939-58
電話：0264-55-4455
http://forespakiso.jp/

※大桑村へのアクセス

〔持ち物〕 着替え、動きやすい服装、帽子、宿泊用具など
〔宿泊先〕 フォレスパ木曽 あてら荘
【宿泊費：無料（1泊2食付】 （村補助）
〔食 事〕 昼食のみ、実費となります。
〔大桑村までの交通アクセス〕
○JR中央本線「大桑駅」下車
＊研修施設と宿泊施設の移動は、村で手配します。
〔応募締切〕 2018年7月31日（火）
【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/
（阿寺渓谷）
※ 応募状況により、早目に募集を締め切る場合があります。
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