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事業所名 所在地
定休
日

配属生
徒数

中学校①
中学校
②

職場体験の内容（概要）

大島へき地保育所 大島1178 1 大島 保育士補助

割烹旅館高嘉 神湊454 水曜日 3 玄海2名 大島1名 掃除、配膳

玄海　風の子保育園 江口916‐57 6 玄海5名 大島1名 保育士補助

グリーンコープ生協宗像店 くりえいと1-1-18 2 河東 店内業務（青果・鮮魚)

もち吉 くりえいと1‐5‐6 2 河東 清掃、陳列、袋詰め等

神戸サンド屋 くりえいと1‐6‐3 2 河東 清掃、仕込み、接客等

水彩工房(TOTO) くりえいと2-4-30 1 河東

玄界環境組合　宗像清掃工場 池浦600‐1 3 河東 可燃ごみ、資源ごみの処理関連作業、自転車修理等

トヨタカローラ博多㈱宗像店 須恵1-1-1 火曜日 5 河東 お客様対応(挨拶、お飲み物提供等)、洗車等

ほたるの里 須恵1-1-18 2 河東 接客、商品整理、掃除など

中央公民館図書室 須恵1-4-1 月曜日 2 河東 書架整理、配架、貸出し返却業務など

ＮＰＯ法人保育サービス・エンゼル 須恵1丁目5-1 3 河東
保育の心得の学習・託児ルームの体験・集団保育の体験
（メイトム内）・親子遊びの体験・カード作りなど

日産プリンス福岡販売赤間店 稲元2-4-5 水曜日 5 河東 車・ショウルームの清掃・接客

福岡トヨタ自動車（株）宗像店 稲元2丁目5‐1 3 河東
店舗内外の清掃、カタログの整理、お茶だし及び片付け、
車両の洗車

レストランハイポー　宗像店 稲元3-2-1 2 河東 ﾎｰﾙにおける接客ｻｰﾋﾞｽ、厨房における料理補助

ルミエール赤間店 稲元３丁目３番１号 5 河東 商品補充・陳列・売場案内など

炊き炊きキッチンいしまつ 稲元4丁目14‐1 水曜日 2 河東 お皿洗い、お弁当詰め、接客、雑用(洗濯、掃除)

ミニストップ宗像稲元店 稲元4丁目22‐5 2 河東
レジ接客、清掃、商品陳列、ファーストフードの簡単な加
工等

宗像市民体育館 稲元5-2-1 月曜日 4 河東 グラウンド整備、体育館受付、倉庫整理、清掃、除草作業

福祉センター宗寿園 稲元5-2-2 6 河東
受付事務、送迎バス添乗、利用者との交流、湯茶接待、清
掃

河東小学校 稲元5-1-2 16 河東 学級担任体験（１～３年）、学校業務等の体験

デイサービスセンターいなもと 稲元3丁目1-35 3 河東
高齢者との会話、どのような介護がされているかを知る、
レクレーション（学生の時間を設けますので、高齢者方を
楽しませてください）

河東西小学校 樟陽台1‐15‐7 16 河東 担任の補助、学級・学年・学校の環境整備補助

平等寺保育園 平等寺465‐1 6 河東 運動会練習補助、絵本読み聞かせ、掃除等

宗像市経営企画課(国勢調査) 東郷1‐1‐1 2 河東 国勢調査関連業務

宗像市資源廃棄物課・環境保全課 東郷1‐1‐1 2 河東 水辺教室、太陽光設備調査、リサイクル等

宗像市総務課（総合案内） 東郷1‐1‐1 2 河東 総合案内業務、総務課での軽作業

宗像市渡船課 東郷1‐1‐1 4 河東 市役所渡船課事務補助、渡船乗務員補助等

宗像市教育政策課 東郷1‐1‐1 2 河東 玄海

海転寿司ひびき 東郷1168‐6 4 河東 厨房、ホール接客

福岡県北九州県土整備事務所宗像支所 東郷1‐2‐1 4 河東
土木事務所の業務内容紹介及び体験（工事現場の視察や道
路巡回、海岸の清掃、図面作成補助等）

(有)吉田釣具店 東郷3‐3-2 2 河東 商品販売、大切なお客様に対する気配りやマナー

宗像オート整備工場 東郷3‐6‐10 4 河東 車検整備等補助、完成車の清掃

宗像農協ふれあい生活課 東郷4‐3‐1 2 河東 食品加工補助

宗像農協お米パール店 東郷4‐3‐1 4 河東 米配達等

宗像農協グリーンセンター本店 東郷4‐3‐1 3 河東 販売補助

宗像農協介護ステーション 東郷4‐3‐1 2 河東 介護補助

西海保育園 東郷4‐6‐8 5 河東 保育士補助

デイサービスせいか 東郷6-1-1 3 河東 利用者様との交流、配膳、介助、体操補助等

デイケアセンターまりし 東郷6-2-10 4 河東
利用者様（高齢者）とのコミュニケーションと日常生活の
簡単な手伝い。

摩利支病院 東郷6-2-10 5 河東
患者様の話し相手、おむつ交換、食事の介助等主に介護体
験

まりしの郷里(さと) 東郷6-2-19 4 河東 利用者様との交流、介助等

県立宗像高等学校 東郷6丁目7-1 2 河東 図書館司書業務補助、作業補助、理科実験準備補助等

㈱マルキョウ宗像店 東郷字川向1169 6 河東 店舗内商品整理

宗像大社 田島2331 4 河東 境内清掃等

宗像自動車学校 池田1732 3 河東 事務所内の仕事

花まん（焼肉） くりえいと1‐4ー1 2 河東 接客、調理等

Ｂ‐ＢＯＸたまおき くりえいと1‐4‐5 2 河東 挨拶、値付、商品陳列、掃除等

美容室マキシム くりえいと1‐4‐7 2 河東 補助的な業務、タオル洗い、店内整理整頓

（株）サンリブくりえいと宗像 くりえいと1‐5‐1 20 河東 食料品商品出し

ピザポケット くりえいと1‐6‐3 1 河東 ピザメイキング、仕込み等

（株）ライトオン くりえいと1‐7‐1 2 河東 販売、商品出し等

ザ・シューズくりえいと宗像店 くりえいと2‐2‐1 2 河東 店内外清掃、商品管理

ガソリンショップくりえいと宗像 くりえいと2‐2‐3 2 河東 接客

カナディアンキャンプ乗馬クラブ 神湊44‐1 2 玄海 馬の飼育管理作業、乗馬、馬の手入れ

玄海バーガー鮮 神湊44-2 水曜日 2 玄海 接客

神湊スカイホテル 神湊651‐2 2 玄海 清掃、配膳、接客等

ケアポート玄海 神湊118‐2 2 玄海 高齢者の皆様との触れ合い（お話相手）作業、掃除

県立少年自然の家「玄海の家」 神湊1276 月曜日 2 玄海 海浜清掃等の作業、事務作業等
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道の駅むなかた 江口1172 3 玄海 接客業務全般、商品の整理整頓、品出し、清掃

ポッポハウスひろちゃん 江口1184 月曜日 2 玄海 養鶏場もしくは食堂の手伝い

玄海はまゆう学園 江口68番地 2 玄海
障害者の作業訓練・生活支援（農作業・養鶏・アルミ缶つ
ぶし・ビーズ製品づくり・ウォーキング等）

玄海小学校 牟田尻1610 4 玄海 学習活動補助、運動会練習補助、校外学習補助等

海彦・山彦（直売所） 牟田尻1866 2 玄海 商品整理、袋詰等

宗像市民図書館深田分館
（アクシス玄海図書館）

深田588 月曜日 2 玄海 書架整理、配架、貸出し返却業務など

田島地区コミュニティ運営協議会 深田588 月曜日 2 玄海 コミュニティ事務、貸し館業務等

共進水産（有） 鐘崎230-48 2 玄海 魚分けの仕事の手伝い

㈲さかした製菓 鐘崎422‐11 3 玄海 和菓子製造補助業務、パックシール貼り

鐘崎漁業協同組合 鐘崎778‐5 2 玄海 船への氷積み、魚の冷蔵庫への入庫、施設管理等

国民宿舎　ひびき 鐘崎79‐6 7 玄海 接客、清掃、魚ウロコ取り等

玄海ゆりの樹幼稚園 上八1974 5 玄海
各クラスに入ってもらい、幼稚園教諭補助。絵本読み聞か
せ、掃除片付け指導等。

㈱井上組 上八813-1 2 玄海 大工手伝い、片付け等

マルヨシ醤油（株） 上八1540 2 玄海 工場内軽作業

玄海東小学校 田野1382 5 玄海 授業補助、運動会準備補助

㈱ハローディ宗像店 曲138‐1 5 自由ヶ丘 生鮮商品づくり、商品だし等

デオデオ宗像店 曲139‐1 2 自由ヶ丘 店舗内軽作業(店内・倉庫)

ナフコ南宗像店 光岡105‐1 5 自由ヶ丘
小動物、魚の世話・植物の手入れ・レジサッカー・商品の
補充

介護老人保健施設 宗像アコール 光岡130 4 自由ヶ丘
介護業務(車イス使用移動、入浴介助、レクレーション参
加)、コミュニケーション取り方

医療法人光風会　宗像病院 光岡130 2 自由ヶ丘
認知症デイケアでの高齢者とのレクリエーション参加や触
れ合い

ポプラ宗像光岡店 光岡279 2 自由ヶ丘 店内業務

佐川急便㈱　宗像店 光岡304‐1 5 自由ヶ丘
社内での貨物の仕分け作業、トラックの清浄、配達の補
助、来店客の対応（補助）

ナフコツーワンスタイル宗像店 光岡559‐1 4 自由ヶ丘 売り場清掃、商品補充等

タイヤ館宗像店 光岡638‐2 水曜日 3 自由ヶ丘 自動車整備関連軽作業　他

グランド工房　宗像店 光岡79‐1 木曜日 2 自由ヶ丘
草花の植え込み、草取り、水やり、お客様へのお茶だし、
展示場の掃除

㈱三愛ガスサービス 光岡80 3 自由ヶ丘 社内整理、配送同行、清掃

チサンイン宗像 光岡992-1 4 自由ヶ丘 ハウスキーピング補助等

蜂須賀病院 野坂2650 2 自由ヶ丘 医療従事者の業務を理解・体験する

ベスト電器宗像バイパス店 野坂2652‐1 2 自由ヶ丘 店内作業、挨拶等

自由ヶ丘南小学校 朝町1124‐2 10 自由ヶ丘 学級担任補助

野ばら第二保育園 朝町707‐2 5 自由ヶ丘
保育補助（挨拶、朝昼夕の掃除、活動見学補助、小さいク
ラスは子どものお世話、自由時間に一緒に遊ぶなど）

誠音堂楽器店
自由ヶ丘2-6-
7

4 自由ヶ丘
ゆめタウン内店舗で楽器の整理、店頭販売、音楽教室体験
等

デイサービスほがらか 自由ヶ丘3‐11‐11 2 自由ヶ丘 高齢者の介護（お話し相手、移動時の補助等）、環境整備

デイサービス宗像機能回復センター 自由ヶ丘3-12-10 3 自由ヶ丘
配茶、洗い物、訓練体験、話し相手、レクリエーション参
加等

自由ヶ丘地区コミュニティ運営協議会 自由ヶ丘3‐12‐11 月曜日 2 自由ヶ丘 資源物回収ボックス受入業務、図書整理、館内作業

岩田屋森林都市サロン 自由ヶ丘3‐12‐4 3 自由ヶ丘 販売業務等

サニーフラワーショップ 自由ヶ丘3‐12‐6 2 自由ヶ丘 店頭販売、花束作成等

サニー森林都市店 自由ヶ丘3‐12‐6 4 自由ヶ丘 商品陳列、商品管理、清掃

村田耳鼻咽喉科クリニック 自由ヶ丘3‐12‐6 水曜日 2 自由ヶ丘 看護士（ナース）現場研修、医療事務（受付）現場研修

前田建設 自由ヶ丘3‐2‐41 2 自由ヶ丘 木材運搬、掃除片付け等

宗像ペットサービス 自由ヶ丘5‐975 月曜日 2 自由ヶ丘 接客、展示犬等の世話、清掃等

毎日新聞　自由ヶ丘南部北部販売店 自由ヶ丘8‐17‐3 4 自由ヶ丘 夕刊の配達準備と折込チラシ組作業等

自由ヶ丘整骨院 自由ヶ丘8-17-3 2 自由ヶ丘 接客、掃除等

自由ヶ丘小学校 自由ヶ丘918‐6 14 自由ヶ丘 担任の補助、運動会に向けての準備

北原かしわ店 自由ヶ丘3丁目1-1 2 自由ヶ丘
掃除、商品ラッピング、陳列、調理器具等洗浄、接客、野
菜等のカットなど

東海大学福岡短期大学 田久1‐9‐1 4 自由ヶ丘 図書館関係業務、進路室業務、コンピュータ実習室業務

うどん屋ウエスト宗像店 光岡139‐1 2 自由ヶ丘 接客、皿洗い、店内外の清掃等

本家山賊鍋 宗像店 野坂2741 4 自由ヶ丘 店内業務全般

東海大学付属自由ヶ丘幼稚園 田久1-9-3 12 自由ヶ丘
園児への観察実習と活動実習、教諭の補助活動、園全体の
清掃、その他

福岡金文堂ゆめタウン宗像店 田久2‐1‐1-2F 2 自由ヶ丘 検品、返品手伝い、店内整理等

Cut Forest evergreen 田久3‐2‐1 月曜日 2 自由ヶ丘 接客、掃除

エフコープ生協自由ヶ丘店 田久4‐16‐6 3 自由ヶ丘 商品の品出し、試食の声かけ

みずほ歯科クリニック 宮田1丁目6‐1 2 自由ヶ丘
見学・簡単な業務体験等、(医療職とは何かを知ってもら
う)

はまゆうワークセンター 自由ヶ丘南3‐32 4 自由ヶ丘 軽作業（内職）、除草作業（公園）他
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川上農園 大穂475 3 自由ヶ丘
酢みかん（カボス）収穫、キャベツ草取り、みかん摘果な
ど

パティスリーナチュール 泉ヶ丘1-4-9 木曜日 1 城山 型片付け、準備、掃除、飾りつけ等

西鉄バス宗像㈱赤間営業所 陵厳寺4-7-1 3 城山 バス清掃、事務作業等

日本赤十字九州国際看護大学 アスティ1‐1 5 城山 ①図書館業務、②レストラン「アスティ」接客調理補助

ホンダオートテラス宗像 徳重1-2-1 3 城山 中古車の保守、管理等

ダイレックス宗像店 徳重1‐2‐21 2 城山 商品補充、レジ補佐

ほんだらけ宗像店 徳重127‐1 2 城山 本の商品化、棚出し、接客、レジ補佐、挨拶、掃除

㈱永島建設 徳重175‐2 2 城山 現場整理、清掃、材料運搬の手伝い

(有)南郷エッグファーム 石松養鶏場 徳重246 3 城山 鶏卵選別、パック詰め作業等

ファミリーマート宗像徳重店 徳重2‐8‐10 4 城山 接客、店内・外清掃その他　店舗運営業務全般

華さん食堂 宗像店 徳重610‐1 2 城山 食器洗浄、商品盛付、清掃全般、食材の仕込み

第二赤間保育園 広陵台1‐8‐4 6 城山 保育所施設における保育士の職業体験

㈱宗像英ちゃん（葉山店） 葉山1‐4‐1 5 城山 接客

ビューティ・アン 栄町16‐1フレール桜1Ｆ 月曜日 4 城山 カット後の床掃除、ロット洗い、タオル洗い等

㈱イズミ ゆめタウン宗像 田久2‐1‐1 6 城山 衣料・住関・食品売場で商品整理、クリーンネス等

特別養護老人ホームあかま 田久3‐11‐1 3 城山
デイサービスセンターでの高齢者の方とのコミュニケー
ション、配膳、レクリエーション等

いしまつ寝装店 土穴1‐1‐13 2 城山 接客・棚卸・販売・工場見学・商品の入れ替え等

（有）花紀行 土穴1-1-20 水曜日 2 城山 花の水揚げ、掃除、鉢水やり等

美容室アイム 土穴1丁目1‐20 2 城山 掃除、洗濯、チラシ配り等

バイクショップ　モーターアクション 土穴1丁目4-1 水曜日 2 城山 バイク整備、検査、清掃

横田歯科医院 土穴2-2-2 木曜日 2 城山 受付業務、歯形模型作成等

赤間西小学校 土穴633‐2 14 城山 学級担任補助

リンガーハットくりえいと店 くりえいと1‐2‐2 2 城山 清掃、接客等

如水庵 くりえいと1‐3‐3 2 城山 接客等

寿司めいじん くりえいと1-3-4 4 城山 厨房、接客等

こうのいけ くりえいと1‐3‐8 2 城山 タオル洗い、床清掃、店内清掃等

モスバーガーくりえいと赤間店 くりえいと1‐5‐2 3 城山 接客、清掃等

メガネのヨネザワ くりえいと1‐5‐3 2 城山 目のしくみ、接客、掃除等

ドコモネオくりえいと宗像店 くりえいと1‐5‐4 2 城山 チラシ作り、お客様へのドリンクサービス等

紳士服はるやま くりえいと1‐6‐1 2 城山 店内商品整理

ドラッグ新生堂 くりえいと1‐6‐2 2 城山 商品補充、ラッピング、商品陳列

ヒマラヤ くりえいと2‐1‐1 2 城山 商品出し、接客

(有)にしのはら電器 くりえいと2‐12‐4 2 城山 店内業務（清掃、販売）　外業務（配達、工事の助手）等

手作り工房間優間オアシス店 くりえいと2-2-8 2 城山 接客等

オアシス（生産者直売所） くりえいと2‐2‐8 2 城山 野菜袋詰め、選別、レジ、清掃等

スイーツアトリエ ココロ くりえいと2-3-6 火曜日 2 城山 鉄板磨き、クッキー並べ、洗い物等

ローソンくりえいと宗像店 くりえいと2‐4‐25 2 城山 店内外業務

赤間整骨院くりえいと分院 くりえいと2-4-32 2 城山 治療室内庶務

ＪＲ赤間駅 赤間駅前1‐1‐1 2 城山 駅構内外清掃、改札口でのあいさつ

保育園あおぞら 赤間駅前1‐8‐25 3 城山 園児の遊び相手、散歩・水遊びなど体を使うことが多い

㈱九州マツダ宗像赤間店 赤間駅前2‐1‐17 火曜日 3 城山
洗車、中古車価格表示板作成、お茶くみ、ショールーム・
展示場清掃、展示会準備

福岡教育大学情報処理センター 赤間文教町1-1 2 城山 パソコン教室等清掃、事務作業補助等

福岡教育大学生活共同組合 赤間文教町1‐1 3 城山
購買店：品入れ、レジ、パン焼き
食堂：皿洗い、ホール清掃等

福岡教育大附属幼稚園 赤間文教町1‐30 6 城山 保育補助

恵愛保育園 三郎丸1-11-28 12 城山 保育体験、給食調理、園舎管理等

宗像緑地建設㈱ 三郎丸1‐1‐46 5 城山 樹木の剪定、掃除等の軽作業

コミュニティセンター赤間西会館 三郎丸5‐2‐24 月曜日 2 城山 接客業務、新刊図書の整理、草取り、講座企画書の作成

ＪＲ教育大前駅 赤間6-3-1 2 城山 接客等

㈱がんばりっ子北九州 陵厳寺1‐3‐41 2 城山 製品出荷、伝票書き、年間予定作成

ゆとり苑 陵厳寺2‐29‐6 8 城山
利用者（お年寄り）とのコミュニケーション、掃除、その
他

赤間小学校 赤間1‐4‐1 8 城山 学級担任補助

（株）たつみや 赤間3丁目1‐12 2 城山 明太子製造工場内作業

勝屋酒造合名会社 赤間4‐1‐10 3 城山 清酒ラベル貼り、箱詰め作業、その他清酒の酒造準備

赤間保育園 赤間4‐7‐1 10 城山 保育補助、運動会練習補助

さわやか宗像館 石丸1‐13‐2 6 城山 高齢者との関わり、館内清掃

共同生活介護 城山庵 石丸１-3-27 2 城山
高齢者とのふれあい、施設の仕事（食事の準備、買い物、環境整備
等）、

赤間病院 石丸1‐6‐7 10 城山 看護・介護業務の体験と見学

養護老人ホーム宗像緑風園 武丸1066 6 城山
入園者・生活棟の清掃、入浴時の補助、お年寄りとの会話
等

舩津農園 武丸1879 2 城山 イチゴ農業作業

㈱正助ふるさと村 武丸199 月曜日 4 城山 農園課、加工開発課、販売課での体験
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吉武小学校 武丸644 6 城山 教員補助、運動会練習補助

八所宮 吉留3186 5 城山 歴史学習、清掃等

吉武地区コミュニティ・センター 吉留3519‐1 月曜日 3 城山
接客、℡応対、施設予約、使用料精算、図書貸し出し、備
品チェックと整理、清掃

㈱グローバルアリーナ 吉留46‐1 5 城山 清掃、芝花手入れ、接客、施設利用者様受付等

赤間くるみ幼稚園 冨地原1359‐1 14 城山 教諭補助

㈱赤間造園 冨地原2055‐1 3 城山 除草、清掃等

（有）白木造園土木 冨地原1593 2 城山 剪定、除草等

宗像地区消防本部 田熊5‐1‐3 15 中央5名
日の里
10名

各種訓練体験・規律、放水、救助等・救急講習、体力練成

（株）グリーン企画 曲1245-5 2 中央 ウッドデッキ製作手伝、住宅建築現場片付清掃

浄徳寺幼稚園 光岡686 5 中央 教諭補助、園児お世話

南郷地区コミュニティ運営協議会 野坂2119‐5 月曜日 2 中央 貸し館業務、コミュニティ事業運営等

オフコース(カフェ) 平井3-9-40 水曜日 3 中央 喫茶店全般、トリマー(ペット美容師)全般

七田スポーツ・彩香 田熊1-1-28 木曜日 2 中央 店番等

Hair art ＭＯＯＫ 田熊1‐2‐2 月曜日 2 中央 美容室掃除、接客

学生服のあかさか 田熊1‐3‐40 2 中央 広告看板作成、倉庫掃除、在庫整理等

チャイルドハウス 田熊2丁目1-1 2 中央 保育補助、教材つくり等

合資会社　宗像サイクル 田熊2丁目3-36 火曜日 4 中央 清掃、自転車・バイク磨き

㈱サンワード 田熊3-1-1 2 中央 店頭での接客、商品陳列、清掃

東郷小学校 田熊3‐4‐1 15 中央 担任補助・児童生徒への指導補助

いしむら東郷店 田熊3‐7‐28 2 中央 除草、掃除、喫茶業務等

宗像医師会病院 田熊5‐5‐3 4 中央
患者のお世話（足浴、食事介助など）患者の搬送（車椅
子、ストレッチャーなど）

介護老人保健施設よつづか 田熊5‐5‐6 2 中央
リハビリテーションの介助、見学。食事配膳見学・実施。
レクリエーション介助、見学

東郷信愛幼稚園 田熊5‐8‐5 6 中央 幼児と共に遊ぶ、掃除、紙芝居絵本読み聞かせ等

東郷地区コミュニティ運営
協議会

田熊6-7-25 月曜日 4 中央
図書整理、倉庫整理、館内清掃、駐車場の清掃、ファイル
整理

労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福岡作業所 用山250 2 中央
製本作業、健康食品等の袋詰、シーツ交換、室内外の清
掃、レクリエーション

くすの木園 用山433‐1 3 中央 箸入れ作業、シイタケ栽培、除草作業、菓子箱の組み立て

特別養護老人ホームむなかた 用山471‐5 3 中央 高齢者とのレクリエーション、会話、介助、掃除等

宗像市民図書館中央館（ユ
リックス図書館）

久原400 月曜日 4 中央 書架整理、配架、貸出し返却業務など

かのこの里利用組合 原町153‐1 2 中央 レジ補佐、商品の整理

時安建具店 原町2061-2 2 中央 工場内清掃、取付け手伝い

お好み焼きふそう　宗像店 原町305-1 2 中央 開店準備、接客等

浜勝宗像店 原町305‐1 3 中央 キッチン作業（仕込み、皿洗い、掃除)・ホール作業等

ジョリーパスタ宗像店 原町309‐1 4 中央 接客、お皿洗い等

南郷小学校 原町2110‐1 7 中央 学級担任の補助

天野農園 曲1031 4 中央 ビニールハウス内のトマト栽培全般

宗像市市民活動交流館（メイトム宗像） 久原180 2 中央 館管理運営事務、受付業務、子育て支援センター事業等

レストラン　アワノ
日の里1‐10
‐102・105号

2 日の里 店内業務全般

Ｖスポーツ　プロポーザル 日の里1‐11‐7 3 日の里 店内清掃、商品整理、接客等

日の里地区コミュニティ運営協議会
日の里1‐16
‐1

月曜日 3 日の里 図書整理等

有限会社ミント
日の里1‐27
新力丸ビルC
号

2 日の里 店頭販売、小物づくり

肉のタケモト
日の里1‐28
‐105

2 日の里 精肉小売販売

(医)日の里クリニック 日の里1‐30‐13 3 日の里 外来病棟実習、厨房食道実習

セブンイレブン日の里店 日の里1‐7‐4 2 日の里 清掃、棚入れ等、慣れてきたらレジ操作、あいさつ

宗像地建㈱ 日の里2‐11‐1 2 日の里 接客、資料作成等

ほっともっと宗像日の里店 日の里2‐20‐9 2 日の里 厨房内での軽作業

日の里幼稚園 日の里2‐3‐8 3 日の里 紙芝居本読み聞かせ、運動会練習補助、保育補助

デイサービスセンターなごみ 日の里3-23-12 2 日の里 ご利用者との交流

日の里東小学校 日の里4‐21 8 日の里 学習時の支援補助、教材・教具の準備手伝い等

日の里東保育園 日の里5‐3‐1 5 日の里 保育補助

大林歯科小児歯科医院 日の里6‐16‐7 5 日の里 受付、診察室での患者さんのお相手、訪問診療つきそい

㈱ふくや　宗像店 日の里7‐11‐3 2 日の里 店頭販売補助、掃除等

宗像第一幼稚園 日の里7‐18‐1 5 日の里 教諭補助

日の里西小学校 日の里8‐20 9 日の里
授業補助、教材教具づくり、授業準備・片付けの補助、プ
リント類の採点等

医療法人惠和中央クリニック 日の里8‐3‐2 火曜日 2 日の里 視力検査補助等

日の里西保育園 日の里9‐12‐1 9 日の里 各クラスで保育の補助

パルコ美容院 東郷店 田熊4‐10‐14 月・火曜日 2 日の里 タオル洗い、清掃、接客等
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福島農園 光岡402-1 3 日の里 田畑草取り、精米包装、野菜収穫等

㈱ヤマダ電機テックランド宗像店 王丸517‐8 2 日の里 商品陳列・売場メンテナンス等

ロイヤルホスト宗像店 王丸756‐1 2 日の里 清掃、接客、調理補助、洗い物

㈱海千 王丸770-4 3 日の里 接客販売、清掃、梱包等

カナダ館 王丸783 2 日の里 店内外清掃、ホール係等

焼肉ウエスト宗像店 王丸783‐2 2 日の里 接客業務、準備、清掃。厨房における仕込、調理、清掃等

廻鮮わっしょい鮨 宗像店 王丸789-4 2 日の里 調理補助等

シャロン宗像店 王丸911 4 日の里
ホール（接客・掃除）
厨房（簡単な調理・食器洗

㈱キューレイ 王丸415-1 2 日の里 工場内作業、商品試作、衛生検査等

緑ヶ丘学園 大井1512‐1 3 日の里
入所利用者の生活、病育に関する支援、（衣類整理、歯磨
き、掃除等を一緒に行う・農耕作業、菓子箱折り作業、運
動・園芸等の病育活動に一緒に取り組む）

寿し隆 村山田1124-8 木曜日 2 日の里 寿司店業務

英ちゃんうどん村山田店 村山田644‐3 4 日の里 ホール接客業務、調理場内洗浄業務、調理補助業務ほか

宗像ユリックス 久原400 月曜日 9 日の里 アクアドーム受付、プール監視、ジム補助等

野ばら保育園 久原900‐2 5 日の里
保育園を知る、保育士の仕事を知る、子どもたちのお世
話・遊び・絵本・紙芝居、掃除雑務


