「ちょこっと活動・就労」登録一覧
登録番号

就労3

就労4

事業者名

株式会社 安徳苑
（西岐波4759-1）

慈光幼稚園
（松山町一丁目１１の２７）

株式会社 地域情報新聞
就労5 宇部支社
（中野開作241-3）

住所

事業者の概要

雇用形態・勤務形態

職務内容

報酬等

宇部市大字西岐波4759-1

月１回～週４回位、ご自分の
都合の良い時間で。日月火
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ宇部店にて、ご 水のいずれかで活動して頂 各ご家庭のポストに情
要相談
自宅でも出来るリハビリを提供しています
きます。 １日に１時間～２時 報誌（チラシ）を配ります
間が目安です。冬季はありま
せん

宇部市松山町一丁目１１の２７

14時～17時（月～金曜）
満三歳～就学（小学校入学）までの子どもたち
可能な限りでお願いします
の保育
（週1回でも可）

宇部市中野開作241-3

フリーペーパー地域情報新聞ほっぷの発行・
配布など

社会福祉法人むべの里
特別養護老人ホーム むべの
就労6
宇部市岬町一丁目3-25
里 岬
（岬町一丁目3-25）

預かり保育（預かり保育
発生時に数名の子ども
要相談
と遊んでいただきます。
1名のときもあります）

週1回 木・金どちらかの都合 フリーペーパーの配布
のよい時間で2時間程度
業務

問い合せ先

担当者 河崎
0836-39-6125 （月～
金）
担当者 川本 0904108-3248 （土、日）

担当：門林 浩史
電話：0836-33-1005

要相談 配布部数に 担当：岡崎・亀井
よって変動
電話：0836-38-8560

〒755-0008 宇部市
○歌・演奏・ゲーム・園
明神町一丁目3番25
芸（花壇の手入れ・植え
日曜日の午後（14時～16時）
号
特別養護老人ホーム、ショートステイ、有料老
替えなど）レクリエーショ
の間
特別養護老人ホーム
人ホーム、デイサービス、地域交流サロンの
ンの実施
無償ボランティア希望
※内容によって、1～2時間程
むべの里岬
運営
○外出レクの付添い
度になります
☎43-7660 FAX43○利用者の傾聴ボラン
7506 担当：大下・広
ティア など
瀬

「ちょこっと活動・就労」登録一覧
登録番号

事業者名

住所

事業者の概要

雇用形態・勤務形態

職務内容

報酬等

問い合せ先

自立した生活を地域社会において営むことが
できるよう支援する、お元気な方を対象とした
高齢者施設です。ご入居者さま、施設職員とも １時間程度
に、笑顔で活気ある毎日を送れるよう日々努
力しています。

音楽演奏、芸能披露、
趣味・健康体操等の指
導

社会福祉法人宇部市厚生事
業会
就労9
宇部市野原一丁目１６番１５号
軽費老人ホーム好生園
（野原一丁目１６番１５号）

ご自分の身の回りのことができる方を対象とし
１時間程度
た高齢者施設です

原則として無償ボラ
音楽演奏、芸能披露、
担当：藤田 ☎0836ンティアです。実費
趣味の指導等、応相談
31-3260
等、応相談

山口宇部農業協同組合
就労11 楠営農総合センター
（西万倉１５４５－１）

宇部市大字西万倉１５４５－１

たけのこ加工

4月～5月上旬
8:00～17:00（要応談）

たけのこ水煮缶の製造

宇部市東藤曲一丁目６番１５号

不動産仲介・買取のフランチャイズ ハウスドゥ！
宇部店

雇用形態：業務委託
勤務形態：水曜日を除く週１日
からご自分の都合に合わせて
働けます。Wワークも可。

こちらが指定したエリアの
各家庭のポストに当社発
応相談
行のチラシを投函していた
だきます

就労8

社会福祉法人 優和会
ケアハウスらいぶりー
（浜町二丁目１番３号）

ハウスドゥ！宇部店
就労12 株式会社田村ビルズ
（東藤曲一丁目６番１５号）

宇部市浜町二丁目１番３号

無償ボランティア

応相談

〒755-0065 宇部市
浜町二丁目1-3
ケアハウスらいぶりー
☎36-1180 FAX361181 担当：加部

電話：0836-67-1218

担当：竹重 電話：083639-7377
水曜日を除く 9：00～
18：30

「ちょこっと活動・就労」登録一覧
登録番号

就労13

事業者名

ＮＰＯ法人 おひさま生活塾
（松崎町３番６号）

ドン・キホーテ宇部店
就労14
（妻崎開作８４１番地３）

医療法人 厚心会
就労15 ホスピサイドプレイス
（黒石北三丁目1-57）

株式会社毎日メディアサービス
就労16 山口 ポスティング事業部
（松山町一丁目10-9）

住所

宇部市松崎町３番６号

宇部市大字妻崎開作８４１番地３

宇部市黒石北三丁目1-57

宇部市松山町一丁目10-9

事業者の概要

雇用形態・勤務形態

職務内容

障害のある子ども達の学習支援、余暇活動の支援

有償ボランティア
（１回２時間程度、週１～２回）

小売業

パート・アルバイト
7:00～12:00の間で3～5時間程 品出し、そうじ、カート・か
度。
ごの回収
週2～5日可

やまもとクリニック併設の複合型施設

・食事の配膳（7時～8時半、17
時～18時30分）
・花を生けたり、庭木の手入れ
（随時）
※日数等については応相談

フリーペーパー「サンデー宇部・山陽小野田」
の配布業務

毎週水・木・金の3日間内で指
定エリアに指定部数の配布

学習に困難を感じている
子ども達の学習支援

報酬等

交通費程度

担当：水田
TEL 090-2807-9676

応相談

担当：櫛山 電話：451811

・食事の配膳、下膳の手伝
い
応相談
・花を生けたり、庭木の手
入れ（植え替えなど）

フリーペーパーの配布業
務

問い合せ先

担当：福島
電話：0836-39-9528

担当：山田
電話：0120-044-646（携
要相談
帯電話からもＯＫ）
配布部数によって変動
※問合せは9：00～18：
00

「ちょこっと活動・就労」登録一覧
登録番号

就労17

事業者名

宇部市教育委員会
コミュニティスクール推進課

就労18 コロン保育園

就労20

就労21

協立デイサービスげんき

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

住所

事業者の概要

雇用形態・勤務形態

当課では、学校と保護者や地域の住民等が力を
宇部市港町一丁目１１番３０号 港町庁
週1～2回程度
合わせて子供たちを育む「地域とともにある学校づ
舎２階
１回あたり1～2時間程度
くり」を推進しています。

宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク1 0,1,2最児対象 対象10名の保育園です。
番
一人ひとりとじっくり寄り添う保育を心掛けていま
株式会社エイム内
す。

パートタイマー
①7：30-9：30
②16：30-18：30

宇部市末広町1-13

医療生活協同組合健文会

無償ボランティア

宇部市新天町2-8-5

病院の院内清掃やハウスクリーニング・生活支
援、また働くことに困難を抱えた方々の就労支援
事業などをおこなっております。
地域の中で必要とされるｻｰﾋﾞｽ、事業を起こし、同 2時間程度のボランティア
時に高齢な方や障害のある方でも誰でも働ける場
を作る。出資、経営、労働、を働く皆で”協働労働”
という働き方をしています。

職務内容

報酬等

問い合せ先

宇部市内の小・中学校で
授業支援(学習の見守り、
授業の準備・片付けな
ど）、授業外支援(読み聞
なし
かせ、放課後等授業外で
の学習の見守り、運動会
等学校行事支援など）、部
活動指導

担当：坂田
受付：0836-37-2780

園児のお世話、見守り保
育、清掃など

時給900円

担当：有本
受付：0836-38-8850

昼食後茶碗洗い
利用者さん見守り
傾聴
お話

なし

担当：寄尾

就労支援事業における畑
での農作業・ボランティア
原則無償ボランティア 担当：阿川
先での作業（清掃・除草な
応相談
受付 0836-37-0830
ど）・レクリエーション（ス
ポーツなど）のお手伝い

「ちょこっと活動・就労」登録一覧
登録番号

事業者名

住所

事業者の概要

雇用形態・勤務形態

職務内容

報酬等

問い合せ先

就労22 ㈲片倉温泉 くぼた

宇部市大字西岐波5341番地

障がい者就労支援B型事業所JIZO

月曜日～金曜日
（の内週1・2回程度）
13時～15時半

事業所へ来られるメンバー
さん「利用者）さんへのパ 無償ボランティア
ソコン指導

担当：西村
受付 51-9360

就労23 ㈲片倉温泉 くぼた

宇部市大字西岐波5341番地

温泉センター浴場掃除

8：30～9：30
（週1・2回程度）

温泉センターの浴場清掃

時給830円

担当：西村
受付 51-9360

片倉温泉くぼたデイサービスセンターで利用者宅
への送迎や入浴介助アシスタント

①8：00～9：30または16：30～
17：30（利用者の送迎時間帯、
週1・2回程度）
②13：00～14：30（利用者の入
浴時間帯、週1・2回程度）

①想定業務
②入浴介助手伝い

時給830円～850円（資 担当：西村
格・経験による）
受付 51-9360

地域子育て支援拠点

月火木金曜日
9：45～13：00
または12：45～16：00
月１回から4回程度

未就園児親子の見守り
環境整備

交通費として１回1500 担当：三村
円
受付 080-4553-6568

就労24 ㈲片倉温泉 くぼた

宇部市大字西岐波5351番1

就労25 子育てほっとサロン

宇部市西うべ南4-4-25
おいこら気ママ館(宇部駅前）

