
◆交流研修　受け入れ事業所一覧　　１１月～２月 ※追加事業所は緑色

種別 事業所名 研修日 研修時間
受入人数
(人/日）

研修内容 備考

医療 雨宮病院 火・土・日・祝除き随時 8:15～17:15 1 病棟看護
服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越
し下さい。昼食持参。駐車場有。弁

当持参。

医療 雨宮病院 火・土・日・祝除き随時 8:15～17:15 1 リハビリテーション
服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越
し下さい。昼食持参。駐車場有。弁

当持参。

医療 金澤病院　療養病棟 平日で要相談 8:30～17:00 1 療養病棟
動きやすい服装でお越し下さい。

弁当持参。

医療 くろさわ病院
11月10～14日
12月15～19日

10:00～17:00 2 療養型病棟　看護・介護 貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さい

医療 佐久医療センター 平日で要相談 要相談 1 病棟看護 要相談

医療
佐久医療センター

患者サポートセンター
平日で要相談 要相談 1 院内における調整業務

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ
い。　　昼食持参。

医療 佐久総合病院 平日で要相談 要相談 1 病棟看護 要相談

医療
佐久総合病院

総合相談センター
平日で要相談 要相談 1 退院調整等ＭＳＷの業務

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ
い。

医療
佐久総合病院
歯科口腔外科

平日で要相談 要相談 1 院内での診療活動
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ

い。　　弁当持参。

医療
佐久総合病院
地域ケア科

平日で要相談 要相談 1 訪問診療
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ

い。　　昼食持参。

医療 佐久総合病院　栄養科 平日で要相談 8:30～17:00 1
栄養指導（入院・外来・在宅）

厨房業務
服装は要相談

行政 佐久保健福祉事務所 平日で要相談 8:30～17:15 要相談
県（保健所）が実施する、

保健衛生行政・福祉行政に係
る一般事務・会議等

詳細については要相談

行政
佐久市役所

健康づくり推進課

11月10、27日
12月5、8、9、10、15日

1月21、28、30日
2月3、6、10日

13:30～15:30 1 在宅要介護者　訪問歯科検診 対象者宅へ集合・解散

行政 佐久市高齢者福祉課 平日で要相談 要相談 1 詳細については要相談

居宅介護支援事業所
佐久総合病院

居宅介護支援室
毎月15日～20日 8:30～17:00 1 居宅介護支援

動きやすい服装でお越しください
(ジャージﾞ、ジーンズ不可)

居宅介護支援事業所
JA佐久浅間しらかば

生活福祉相談センター
平日で要相談 8:30～17:00 1 居宅介護支援

服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越
し下さい。昼食持参。

居宅介護支援事業所
浅間総合病院

居宅介護支援事業所
11月17～20日 8:30～17:15 1 居宅サービス調整

動きやすい服装でお越し下さい。
昼食持参

居宅介護支援事業所
あんしん居宅介護支援事業

所
平日で要相談 9:00～17:00 1 居宅介護支援

服装は自由です。上履きご持参下
さい。350円で昼食ご用意できます。

居宅介護支援事業所
ケイジン

地域ケアセンター塚原
要相談

9:00～12:00
13:30～16:30

1 居宅介護支援 詳細については要相談

居宅介護支援事業所
ケイジン

地域ケアセンター中込
平日で要相談

9:00～12:00
13:30～16:30

1 居宅介護支援 詳細については要相談

居宅介護支援事業所 さく生活福祉相談センター 要相談 8:30～17:00 1 居宅介護支援
動きやすい服装でお越し下さい。

弁当持参

居宅介護支援事業所
のざわ居宅介護支援事業

所

12月14、21日
1月14、21日

2月18日
8：30～17：00 1 居宅介護支援

動きやすい服装でお越し下さい
（ｼﾞｬｰｼﾞ不可）

居宅介護支援事業所
訪問看護ステーション

あさしな

11月18、20日
12月24、25日
1月20、22日
2月17、19日

8:30～17:00 1 居宅介護支援 名札、昼食持参して下さい

居宅介護支援事業所
望月悠玄福祉会

居宅介護支援事業所
平日で要相談 8:30～16:30 1 居宅介護支援 動きやすい服装。昼食持参

居宅介護支援事業所 （有）すずらん

11月18、19日
12月16～18日
1月20、21日
2月17～19日

9:00～17:00 1 居宅介護支援 動きやすい服装

グループホーム
グループホーム
うすだ愛の郷

平日で要相談 8:30or9:00～16:00 1
認知症対応型共同生活介護

グループホーム

服装はジャージ不可。
上履き、昼食代300円持参お願いし

ます。

グループホーム
ＪＡ佐久浅間グループホー

ム新子田の家
12月～2月 9:00～16:00 1 認知症対応型共同生活介護 上履き持参。動きやすい服装。



ケアハウス
ケアハウス
佐久だいら

随時 8:30～17:00 1 ケアハウス
動きやすい服装(運動靴持参)で

お越し下さい。昼食持参。駐車場有

障害者支援施設 佐久こまば学園 平日で要相談 8:45～17:00 1 障がい者生活・日中活動支援
動きやすい服装でお越し下さい

昼食610円

障害者支援施設
佐久市障害者支援施設

臼田学園
平日で要相談 9:00～16:30 2 利用者の支援全般

動きやすい服装でお越し下さい。
昼食持参。

障害者支援施設 第二佐久コスモスワークス 平日で要相談 9:00～16;00 2 生活介護
動きやすい服装でお越し下さい

(ｼﾞｬｰｼﾞ不可)室内履き、昼食代470
円持参して下さい。

小規模多機能
小規模多機能型

居宅介護事業所いしずえ
11月平日で要相談 8:30～16:00 1 小規模多機能

動起きやすい服装(ジャージ不可)
弁当持参

短期入所 ショートステイ佐久だいら 随時 8:30～17:00 1 ショートステイ
動きやすい服装(運動靴持参)で

お越し下さい。昼食持参。駐車場有

短期入所
佐久総合病院
老人保健施設

平日で要相談 8:30～17:00 1 業務全般

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さい。
弁当持参。感染症の集団感染の心配
がある場合は、受け入れ不可とさせ

て頂きます

通所介護
ＪＡ佐久浅間

デイサービスセンターしらか
ば

平日で要相談 8:30～17:30 1 通所介護
服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越

し下さい。昼食持参。

通所介護
あいとぴあ臼田

デイサービスセンター
日曜、1月1～4日以外 8：20～17:00 1 通所介護 動きやすい服装。昼食持参。

通所介護
佐久だいら

デイサービスセンター
随時 8:30～17:00 1 デイサービス

動きやすい服装(運動靴持参)で
お越し下さい。昼食持参。駐車場有

通所介護
猿久保デイサービスセン

ター
随時 8:30～16:30 1 デイサービス

動きやすい服装でお越し下さい。
(ｼﾞｬｰｼﾞ可）昼食持参。

通所介護 宅幼老所　茂田井 月～土 8:30～17:30 1 デイサービス
動きやすい服装でお越し下さい

(ｼﾞｬｰｼﾞ不可)検食あり。

通所介護 宅幼老所つかばら 要相談 要相談 1 小規模通所介護
動きやすい服装（ｼﾞｬｰｼﾞ可）

昼食食べる場合は400円負担

通所介護 宅幼老所のんびり 要相談 8:30～17:30 1 デイサービス
動きやすい服装（ジャージ不可）

検食あり

通所介護 宅幼老所ひまわり 平日で要相談 8:30～17:00 2 通所介護
昼食代400円ご用意下さい。動きや
すい服装でお越し下さい（ｼﾞｬｰｼﾞ不

可)

通所介護
デイサービスセンター

のぞみサンピア
月～土 8:30～16:30 1 デイサービス

動きやすい服装(Ｔｼｬﾂ、ｼﾞｬｰｼﾞでも
可)　昼食持参

通所介護 デイサービスセンター駒 要相談 9:00～16:30 2 通所介護
昼食は利用者と一緒に食べて頂き

ます。340円実費

通所介護 デイサービスセンターばんり 要相談
9:00～18:00の間で

要相談
1

デイサービスにて介護・看護業
務

動きやすい服装（ジーパン不可）

通所介護
デイサービスセンターひだ

まり
要相談 8:30～17:00 2 通所介護

動きやすい服装でお越し下さい。
弁当持参

通所介護 デイサービスセンター結い 要相談 9:00～16:30 1
認知症対応型地域密着通所介

護
昼食は利用者と一緒に食べて頂き

ます。325円実費

通所リハビリ
介護老人保健施設

愛の郷
平日で要相談 要相談 1 デイケア 動きやすい服装（ジャージ不可）

通所リハビリ
佐久総合病院
老人保健施設

平日で要相談 8:30～17:00 1 業務全般

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さい。
弁当持参。感染症の集団感染の心配
がある場合は、受け入れ不可とさせ

て頂きます

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

さくら苑
随時 要相談 要相談 施設介護・施設介護 動きやすい服装でお越し下さい

福祉用具 メディコケイジン株式会社 平日で要相談 8:30～17:00 1 福祉用具貸与
動きやすい服装でお越し下さい

(ジャージ不可)、昼食持参して下さ
い

福祉用具 （株）ライフサポート 平日で要相談 要相談 1 福祉用具貸与・販売
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ

い。　　弁当持参。

福祉用具
（有）ケーアンドケーメディカ

ル
要相談 9:00～17:00 1～2 福祉用具の搬入出・販売 昼食持参

福祉用具
エフビー介護サービス(株)

佐久営業所
平日で要相談 要相談 1 福祉用具貸与

ｽｰﾂ又はﾌｫｰﾏﾙな服装を希望。昼
食要持参。防寒着の貸し出し可能

です。

福祉用具
さく生活福祉相談センター

福祉用具
要相談 8:30～17:00 1 福祉用具貸与

動きやすい服装でお越し下さい。
弁当持参

福祉用具 サクラケア佐久店 平日で要相談 8:30～16:00 1 福祉用具の販売・レンタル
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さ

い。　　弁当持参



訪問介護
JA佐久浅間

ヘルパーステーションしらか
ば

平日で要相談 要相談 1 訪問介護
服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越

し下さい。昼食持参。

訪問介護
佐久だいら

訪問介護ステーション
随時 8:30～17:00 1 訪問介護

動きやすい服装(運動靴持参)で
お越し下さい。昼食持参。駐車場有

訪問介護
社協ヘルパーステーション

あさしな
平日で要相談 要相談 1 訪問介護

動きやすい服装でお越し下さい。
昼食持参

訪問介護
社協ヘルパーステーション

うすだ
平日で要相談 8:30～17:00 1 訪問介護 動きやすい服装でお越し下さい。

訪問介護 ヘルパーステーションさく 要相談 8:30～17:00 1 訪問介護
動きやすい服装でお越し下さい。

弁当持参

訪問介護 ヘルパーステーション野沢 年末年始以外 8:30～17:00 1 訪問介護
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さい

昼食持参して下さい

訪問介護
ヘルパーステーション

フェリーチェ
平日で要相談 9:00～17:00 1 訪問介護及び住宅部門の業務

動きやすい服装でお越し下さい。
詳細は要相談

訪問介護 ヘルパーステーション結い 要相談 9：00～16：00 1 訪問介護 動きやすい服装。昼食持参

訪問看護
訪問看護ステーション

あさしな

11月1～14日
12月1～5、22～31日

1月19～23日
2月9～28日

8:30～17:00 1 訪問看護 ネーム、弁当持参

訪問看護
川西赤十字

訪問看護ステーション
11月10～14、17～21日 要相談 1～2 訪問看護

服装は事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで
下さい

訪問看護
訪問看護ステーション

のぞみサンピア
平日で要相談 9:00～17:00 2 訪問看護

動きやすい服装(ジーンズ不可)
弁当持参

訪問看護 訪問看護ステーションうすだ 平日で要相談 要相談 1 訪問看護
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ

い。昼食持参。

訪問看護
訪問看護ステーション

のざわ
平日で要相談 要相談 1 訪問看護

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さ
い。　　名札、昼食持参

訪問入浴 社会福祉法人　暖家 平日で要相談 8:30～17:30 1 訪問入浴 動きやすい服装でお越し下さい。

訪問入浴 佐久平訪問入浴 平日で要相談 8:30～17:00(半日可) 2 訪問入浴
動きやすい服装でお越し下さい。

1日研修の場合は昼食持参して下さ
い。駐車場あり

訪問リハビリ
金澤病院

訪問リハビリステーション
木曜日 13:30～16:30 1 訪問リハビリテーション

動きやすい服装でお越し下さい
(Ｇパン不可)

訪問リハビリ
社会医療法人恵仁会

ケイジン訪問リハビリテー
ション

平日で要相談
AM 8:30～12:00
PM 13:30～17:00

1 訪問リハビリ 事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい

薬剤 佐久総合病院　薬剤部 2月平日で要相談 8:30～17:00 2 薬剤部業務
服装は白衣で

(通常使用しているもので可)

有料老人ホーム
エフビー介護サービス㈱

有料老人ホーム秋桜
平日で要相談 9:00～16:00 1 在宅型訪問介護

服装は私服（ｼﾞｬｰｼﾞ不可）、
上履き持参でお願いします

有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム

ウェルハウスのぞみサンピ
ア

平日で要相談 9:00～17:00 3 訪問介護
動きやすい服装で（ジャージ不可）

昼食、上履き持参

有料老人ホーム
有料老人ホーム

パストラルさくだいら
平日で要相談 9:00～14:00 1 施設内環境整備　他

動きやすい服装でお越し下さい。
エプロン持参。

有料老人ホーム
有料老人ホーム

ケアライフ礎
平日で要相談 9:00～16:00 1 訪問介護

服装はｼﾞｬｰｼﾞ以外の私服でお越し
下さい。昼食、上履き要持参

養護老人ホーム
養護老人ホーム

佐久良荘
要相談 9:00～16:00 2 訪問介護　養護支援員

服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑ、靴でお
願いします。昼食は弁当でも給食

（360円負担)でも可

老人ホーム
佐久広域老人ホーム

勝間園
平日で要相談 14:00～17:00 2 施設介護

動きやすい服装でお越し下さい
上履き持参。

老人保健施設
佐久総合病院
老人保健施設

平日で要相談 8:30～17:00 1 業務全般

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでお越し下さい。
弁当持参。感染症の集団感染の心配
がある場合は、受け入れ不可とさせ

て頂きます

老人保健施設
介護老人保健施設

愛の郷
平日で要相談 要相談 1

①入所(認知)
②入所（一般）

動きやすい服装（ジャージ不可）

老人保健施設
介護老人保健施設

みすず苑
2月平日で要相談 8:15～17:00 2 施設介護 服装はジャージ等で。昼食持参。

老人保健施設
老人保健施設

安寿苑
月～土 9:00～17:00 2 入所・通所リハビリ

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑまたは動きや
すい服装でお越し下さい。


