
追加

種別 事業所名 研修月日 研修時間 受入人数/1日 研修するサービス 備考

行政 佐久保健福祉事務所 平日で要相談 要相談 要相談
県（保健福祉事務所）が実施す
る、保健衛生行政及び福祉行政

に係る一般事務・会議等
要相談

行政
佐久市役所
高齢者福祉課

平日で要相談 要相談 1 介護予防事業 詳細については要相談

行政 佐久市役所　臼田支所 平日で要相談 要相談 要相談 介護予防事業 詳細については要相談

行政 佐久市役所　浅科支所 平日で要相談 要相談 要相談 介護予防事業 詳細については要相談

行政 佐久市役所　望月支所 平日で要相談 要相談 要相談 介護予防事業 詳細については要相談

行政 佐久広域連合　消防本部 要相談 要相談 要相談 要相談 要相談

行政 佐久広域連合　佐久消防署 平日で要相談 9:00～12:00 5 救急活動要領
服装は貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑ、

または動きやすい服装（ｼﾞｬｰｼﾞ不可）

医療 雨宮病院 土・日・祝・火除き随時 8:15～17:15 1 病棟・外来看護
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

医療
雨宮病院

リハビリテーション科
土・日・祝・火除き随時 8:15～17:15 1 リハビリテーション

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。
弁当持参

医療 くろさわ病院
1月15日～2月25日

平日
9:00～17:00 1 療養病棟

服装は貴事業所の制服で可。
昼食持参してください。

医療 佐久医療センター 要相談 要相談 1 病棟看護
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

医療
佐久医療センター

患者サポートセンター
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いで下さい。
弁当持参

医療 佐久総合病院 要相談 要相談 1 病棟看護
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

医療
佐久総合病院

栄養科
平日で要相談 8:30～17:00 1

入院栄養指導・外来栄養指導、
在宅訪問栄養指導

ジーパン以外のズボンで

医療
佐久総合病院

薬剤部
11月20日～2月 要相談 1 院内調剤業務

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。
昼食持参。

医療
佐久総合病院

総合相談センター
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いで下さい。
弁当持参

医療
佐久総合病院

リハビリテーション科
要相談 要相談 要相談 要相談 要相談

医療 佐久総合病院　地域ケア科 要相談 要相談 1 訪問診療
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

歯科 木本歯科 木曜以外の平日 9:00～18:00 1 歯科業務
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

薬局 せき薬局 10月～2月 要相談 1 調剤薬局業務見学 特になし

薬局 うすだ薬局 平日で要相談 要相談 1 薬局業務全般 動きやすい服装、上履き持参

薬局 臼田のぞみ薬局 10、11、2月の平日 要相談 1～2 薬局業務見学 スーツに準ずる服装

薬局 せき薬局　宿岩店 10月～2月 要相談 1 調剤薬局業務見学 特になし

薬局 よこわ薬局 平日で要相談 9:00～18:00 1 薬局業務全般
服装はﾕﾆﾌｫｰﾑ等動きやすいもの、

弁当持参、駐車場有
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行政
佐久市役所

健康づくり推進課

10月1・5・9・21・26日、
11月10・13・16・18・27日、
12月9・14日、1月22・27日、

2月3・8日

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



種別 事業所名 研修月日 研修時間 受入人数/1日 研修するサービス 備考

介護予防支援事業所
岩村田・東

地域包括支援センター
平日 8:30～17:00 1 包括支援業務 服装は自由、弁当持参

介護予防支援事業所臼田地域包括支援センター 平日 要相談 要相談 要相談 要相談

居宅介護支援事業所
金澤病院

居宅介護支援事業所
平日で要相談 要相談 1 居宅介護支援 貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいでください

居宅介護支援事業所
ケイジン

地域ケアセンター塚原
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
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、上履き持参下さい
350円で昼食用意できます

居宅介護支援事業所 ケアセンターさくら 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いで下さい。

弁当持参

居宅介護支援事業所
浅間総合病院

居宅介護支援事業所
10月5～8日、19～23日、
11月10～13日、16～20日 8:30～17:15 1 居宅介護支援

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいでください
弁当持参

居宅介護支援事業所
社協ケアプランセンター佐

久
平日で要相談 8:30～17:00 1 居宅介護支援 動きやすい服装でおいでください、昼食持参

居宅介護支援事業所
JA佐久浅間

さく生活福祉相談ｾﾝﾀｰ
平日で要相談 8:30～17:30 1 居宅介護支援

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいでください。
弁当持参

居宅介護支援事業所
JA佐久浅間

みなみ生活福祉相談ｾﾝﾀｰ
平日で要相談 8:30～17:30 1 居宅介護支援

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。
弁当持参

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 8:30～17:30 1 居宅介護支援
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

居宅介護支援事業所 すずらん

11月18・19日、
12月16・17日、
1月20・21日、
2月17・18日

9:00～17:00 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
ｴﾌﾋﾞｰ居宅介護支援事業所

佐久
月の後半の平日 8:30～17:30 1 居宅介護支援 節度ある服装（ジャージ不可）、弁当持参

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
10月～2月平日 8:30～17:30 1 居宅介護支援 特になし

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
又は13:30～16:30

1 居宅介護支援 要相談

居宅介護支援事業所
佐久総合病院

居宅介護支援事業所
平日で要相談 要相談 1 居宅介護支援

動きやすい服装でおいでください（ジャージ不
可）昼食持参

居宅介護支援事業所
のざわ居宅介護支援事業

所
平日で要相談 要相談 1 居宅介護支援

動きやすい服装でおいでください（ジャージ不
可）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 要相談 1 訪問介護

動きやすい服装でおいで下さい。
弁当持参。

訪問介護
JA佐久浅間

ヘルパーステーションさく
平日で要相談

基本8:30～17:00
細部は相談

1～2 訪問介護 ジャージ可

訪問介護 あんしん介護サービス 要相談 要相談 要相談 訪問介護 動きやすい服装・くつ、食事代350円

訪問介護 佐久だいらﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ いつでも可 8:30～17:30 1 訪問介護 動きやすい服装（ジャージ可）

訪問介護
ヘルパーステーション
のぞみサンピア

要相談 要相談 1 訪問介護 要相談

訪問介護 訪問介護ステーションさくら 平日で要相談 8:30～17:00 1 訪問介護
服装は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
ホームヘルプセンター

のんびり
平日で要相談 要相談 要相談 訪問介護

服装はｼﾞｬｰｼﾞ、ｴﾌﾟﾛﾝとｽﾘｯﾊﾟ。
昼食持参してください

訪問介護
JA佐久浅間

ヘルパーステーションみな
み

平日で要相談 8:30～17:30 1 訪問介護 動きやすい服装、弁当持参

訪問介護
JA佐久浅間

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝしらかば
平日で要相談 8:30～17:30 1～2 訪問介護 動きやすい服装、弁当持参



訪問介護
望月

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ結い
10月～2月いつでも可 8:30～16:30 1 訪問介護 動きやすい服装で、弁当持参

種別 事業所名 研修月日 研修時間 受入人数/1日 研修するサービス 備考

訪問介護
社協

ヘルパーステーションさく
平日で要相談 8:30～17:15 1 訪問介護 動きやすい服装、弁当持参

訪問介護 佐久広域訪問介護事業所 平日で要相談 要相談 2 訪問介護
上履き・昼食持参、

動きやすい服装でおいで下さい

訪問介護
ヘルパーステーション

フェリーチェ
平日 8:30～16:30 1

訪問介護
住宅サービス

動きやすい服装。昼食提供有り。

訪問看護
訪問看護ステーション
のぞみサンピア

要相談 要相談 1 訪問看護 要相談

訪問看護
Aライン

訪問看護ステーション
11月14日～21日
12月14日～21日

9:00～17:00 2 訪問看護 動きやすい服装、弁当持参

訪問看護 訪問看護ステーションうすだ 要相談 要相談 1 訪問看護 動きやすい服装、弁当持参

訪問看護
訪問看護ステーション

あさしな
要相談 要相談 1 訪問看護 動きやすい服装、弁当持参

訪問看護
訪問看護ステーションのざ

わ
要相談 要相談 1 訪問看護 動きやすい服装、弁当持参

訪問看護
訪問看護ステーションひら

ね
要相談 要相談 1 訪問看護 動きやすい服装、弁当持参

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 9:00～17:30 1 訪問看護 動きやすい服装（ジャージ不可）

訪問リハビリ
ケイジン

訪問看護ステーション中込
平日で要相談 要相談 1 訪問リハビリ 貴事業所ﾕﾆﾌｫｰﾑ、昼食持参

訪問リハビリ ケアセンターさくら 平日で要相談 13:00～17:00 1 訪問リハビリ
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参。

訪問入浴 佐久平訪問入浴 平日で随時可能 8:30～17:00 2 訪問入浴
動きやすい服装でお越しください。

1日研修の場合は弁当持参。駐車場有。

訪問入浴 暖家 平日 8:30～17:00 1 訪問入浴 動きやすい服装

通所介護
岩村田デイサービスセン

ター
平日 8:00～17:00 1

訪問看護・訪問介護・デイサービ
ス

動きやすい服装

通所介護
佐久だいら

デイサービスセンター
いつでも可 8:30～17:30 2 デイサービス 動きやすい服装（ジャージ可）

通所介護
JA佐久浅間

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひだまり
平日で要相談

基本8:30～17:00
細部は相談

1～2 デイサービス
動きやすい服装（ジャージ可）、

弁当・上履き持参

通所介護
デイサービスセンター
のぞみサンピア

要相談 要相談 1 デイサービス 要相談

通所介護
JA佐久浅間ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

星の里
平日で要相談 8:30～17:30 1 デイサービス 動きやすい服装、弁当持参

通所介護
JA佐久浅間ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

しらかば
平日で要相談 8:30～17:30 1 デイサービス 動きやすい服装、弁当持参

通所介護
猿久保デイサービスセン

ター
随時 8:30～17:30 1 通所介護

動きやすい服装（ジャージ可）、
弁当持参

通所介護 デイサービスセンター駒 10月～2月いつでも可 9:30～16:30 2 通所介護
動きやすい服装

昼食は利用者さんと一緒に食べます（340円）

通所介護 デイサービスセンター結い 10月～2月いつでも可 9:30～16:30 1 認知症通所介護
動きやすい服装

昼食は利用者さんと一緒に食べます（325円）

通所介護
みついデイサービスセン

ター
10月～11月末日の平日 8:30～17:30 2 デイサービス 要相談

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 ジャージ不可、検食あり

通所介護 デイサービスセンターばんり 平日で要相談 要相談 1 デイサービス
動きやすい服装で（ジーパン不可）

弁当持参



通所介護 デイサービスセンターここわ 平日で要相談 要相談 1 デイサービス
動きやすい服装（ジーパン不可）

弁当持参。

通所リハビリ デイケアさくら 土日祝火除き随時 8：15～17:15 1 デイケア
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。

弁当持参

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 要相談 デイケア 動きやすい服装、弁当持参

種別 事業所名 研修月日 研修時間 受入人数/1日 研修するサービス 備考

特別養護老人ホーム
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

上履き持参、
動きやすい服装でおいで下さい

特別養護老人ホーム
特別養護老人ﾎｰﾑ
ｼﾙﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞみつい

10月～11月末日の平日 8:30～17:30 2 特養・デイサービス 動きやすい服装でおいでください。

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

さくら苑
平日で要相談 要相談 1 施設介護 動きやすい服装で、上履き・弁当持参

養護老人ホーム
養護老人ホーム
佐久良荘

平日で要相談 要相談 2 生活支援訪問介護
貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑで。

弁当又は給食（300円）当日申込

養護老人ホーム
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 上履き持参、動きやすい服装でおいで下さい

老人保健施設 介護老人保健施設　愛の郷 平日で要相談 8:30～17:30 1 入所、デイ、リハ
動きやすい服装、昼食、上履き（運動靴）、

短ﾊﾟﾝ、Tｼｬﾂ等持参

老人保健施設
介護老人保健施設

みすず苑
11月平日 8:30～16:00 1 施設介護

貴事業所のﾕﾆﾌｫｰﾑでおいで下さい。
上履き・弁当持参

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 要相談 施設看介護・相談業務等 動きやすい服装、弁当持参

福祉用具
エフビー介護サービス

佐久営業所
平日で要相談 要相談 2～3 福祉用具貸与販売業務 フォーマルな服装

福祉用具 ケーアンドケーメディカル 月～土で要相談 9:00～17:00 2 福祉用具のレンタル販売
ジーンズ・ジャージ不可、
駐車場有、昼食各自で

福祉用具
JA佐久浅間

福祉用具ｽﾃｰｼｮﾝ
平日で要相談 8:30～17:30 1 福祉用具貸与・販売 動きやすい服装、弁当持参

認知症対応型
共同生活介護

グループホーム
うすだ愛の郷

平日 9:00～16:00 1 認知症グループホーム ジャージ不可、昼食代300円持参願います

認知症対応型
共同生活介護

JA佐久浅間
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新子田の家

12月～2月 要相談 1 認知症対応型共同生活介護 動きやすい服装、弁当持参

認知症対応型
共同生活介護

シルバーハウス塚原 要相談 8:30～16:30 1 認知症対応型共同生活介護
動きやすい日常着

昼食は施設で用意（400円）

小規模多機能 さんぴあの家 要相談 要相談 1 小規模多機能 要相談

小規模多機能
小規模多機能

あったかほーむ中込
平日で要相談 8:30～17:00 2 小規模多機能 動きやすい服装（ジャージ不可）

小規模多機能
JA佐久浅間

小規模多機能ﾎｰﾑあさしな
平日で要相談 要相談 1 小規模多機能 動きやすい服装、弁当持参

小規模多機能 四季のベンチ 平日で要相談 8:30～17:30 1 小規模多機能（通所・訪問）
動きやすい服装、弁当持参昼食代600円

（利用者と一緒に食事をします）

有料老人ホーム
有料老人ホーム

パストラルさくだいら
要相談 要相談 1 有料老人ホーム 動きやすい服装、食事代1食400円

有料老人ホーム A光ホーム
11月14日～21日
12月14日～21日

9:00～17:00 2
自宅型有料老人ホーム

（看取り型）
要相談

軽費老人ホーム ケアハウス佐久だいら いつでも可 8:30～17:30 2 ショートステイ 動きやすい服装（ジャージ可）

軽費老人ホーム ウェルガーデン佐久 要相談 要相談 1～2 軽費老人ホーム内介護職 昼食350円実費精算・動きやすい服装。

その他 佐久こまば学園 平日で要相談 9:00～16:30 1 障がい者支援 動きやすい服装、昼食用意有（610円）



その他
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 動きやすい服装、昼食持参

その他 第二佐久コスモスワークス 平日で要相談 要相談 1～2 生活介護 動きやすい服装

その他 障がい児通所支援ひまわり 平日で要相談 要相談 1～2 障害児発達支援 動きやすい服装


