働きたい・自分に出来る仕事を見つけたい若者に届けたい！

いちサポ通信
11 月号

平 成 30 年 10 月 1 日
い ち サ ポ 通 信 第 62 号

受付時間

岩手県一関市大町 4-29 なのはなプラザ 4 階

◆日時：9/12（水）10:00-11:00 ◆所在地：一関市川崎町門崎字銚子 153 ◆参加者：3 名 ◆業種：生産用機械器具製造業
◆事業内容：精密機械部品加工・金型・治工具・医療器具製作、組立・検査 ◆従業員数：企業全体２２名（うち女性５名）

藤沢町において昭和 50 年４月設立。創業時は、弱電大手メーカーの下請企業として、
電気・電子の部品を製造。時代の流れと共に各種メカニズム製造開始、各種金型、治工
具の製作部門新設。平成 4 年に川崎町に移転し管理・機械部門を増設し現在に至る。
業務は 4 部門（施盤加工、切削加工、研削加工、検査・出荷）。精密機械部品から医療
器具など幅広くものづくりをしています。主な取引先には、富士通、ニコン、日本電産、
他国内大手 20 社に至る。社員とのコミュニケーションを高めるために、社員旅行・各
種親睦会などを定期的に実施しています。

赤堀専務さんから皆様へ（求める人材像）
物づくりが好きで機械加工に興味のある方を求めます。私たち
の仕事は意思疎通が要する仕事です。中小企業はひとつのものを
作る過程に、工具を準備・装置・操作・検査を 1 人でこなさなけ
れば利益に繋がりません。何かあったら周りの人に報告・連絡・
相談を素直に対応できる方が望まれます。社員は 20 代から 30
代前半の若者です。未経験者でもゼロから丁寧に指導します。

企業見学会：有限会社北星電機
報告

◆日時：9/20（木）10:00-11:00 ◆参加者：3 名 ◆所在地：一関市花泉町日形中通 110-6 ◆設立：昭和 50 年 4 月 1 日
◆事業内容：事務機器部品プレス加工・精密プレス板金加工 ◆従業員数：企業全体 25 人（うち女性 8 名）

設立当初はＯＡ機器の部品加工を主体に創業。２次的受注
３次的受注を幅広く手がけ現在に至ります。製造部門は４部
門（板金・ベンダー・プレス・溶接部門）に大別され、多種
多様の部品製造に務めています。製造された部品が最終的に
大手企業（ＮＥＣ、富士通、グローリーなど）に渡り、ＯＡ
機器の部材（引出用のレール、枠、他）や自動切符装置、Ａ
ＴＭ装置、携帯電話など多種に部品が取付けられています。
菅原課長さんから皆様へ（求める人材像）
学歴、経験不問です。仕事内容はプレス機械による部品加工業
務で、材料を軽量小型機械にセットし、抜き加工する作業です。
安全装置つきの機械で材料も重くないので、女性にも簡単にでき
る作業です。基本的な作業は１年くらいで身につきます。将来は
レーザープログラマーを育成したいので、積極的にトライしたい
方を望みます。
いちサポでは、就職が決まった利用者さんが気持ちよく働き続けられる
サポカフェ ようなサポートとして、卒業生の交流会である「サポカフェ」を月に１
度開催しています。11 月は 17 日にサポカフェ WS を予定しています。

●登録者・・・・・・64 名（うち平成 30 年度新規 31 名）
●就職決定者・・・・13 名（平成 30 年 4 月より）
●今月の就職決定者・ 0 名（9 月 20 日〜 10 月 20 日）

0191-48-4467
10 時〜 17 時

職場体験：北上ビルメン株式会社

企業見学会：株式会社サクシーディング
報告

平成 30 年 10 月までの実績（10 月 20 日現在）

地域若者サポートステーション事業
就職についてのご相談をお待ちしております！

いちのせき若者サポートステーション（運営：ＮＰＯ法人レスパイトハウス・ハンズ）

〒021-0881

厚生労働省

報告

◆日時：9/20,21,22,25,26 8:00-11:00 ◆参加者：1 名
◆場所：丸江スーパー（一迫店） ◆内容：店内の清掃業務

スーパーマーケットにて清掃業務の職場体験を実
施。初日は窓拭きや掃除機を用いた清掃などの業務、
慣れて来るに従って、トイレ掃除、資源ごみの分類な
どの業務を体験。「床拭きが早くできた！」と達成感
を見せるＴさんは「時間配分を工夫することで、仕事
を時間内に終わらせることができました。実際に体験
することができたので、働くことに対しての自信につ
ながりました」と振り返ります。

若者ＵＰプロジェクト：ＰＣ講座

報告 ◆日時：10/5（金） 13:30-15:30 ◆参加者：2 名

◆場所：なのはなプラザ ◆内容：若者ＵＰプロジェクト（ワード）

今年度から新たに支援プログ
ラムに追加した「若者ＵＰプロ
ジェクト」。ワード、エクセル、
パワーポイントの基本的な操作方
法を学び、就職活動につなげることを目的に開催して
います。第一回目となるワードの講座は 5 日（金）に
開催。参加したＭさんは「操作は難しかったが楽しく
学べた。次回も頑張りたい」と意気込みます。

事業説明会：一関学院高等学校通信制課程始業式

報告 ◆日時：10/13（土） 13:30-15:30 ◆参加者：54 名

◆場所：一関学院高等学校 ◆内容：始業式での事業説明

一関学院高等学校通信制課程の始業式にて、いちサ
ポの事業説明と資料の紹介を実施。教育機関との連携
や、切れ目のない支援につなげることがねらいです。
いちサポでは、定時制や通信制の高校に通う若者を対
象に、就労に向けた様々な支援プログラムを実施して
います。
当日の説明会ではおよそ 50 名を対
象にいちサポスタッフの千葉がいちサ
ポの支援プログラムや支援の流れなど
事業概要の説明を行ないました。

ＨＰ

支援プログラム等の詳しい
情報はホームページまたは
事務所掲示板をご覧下さい。

ＱＲコード

11 月の支援プログラム
01 日（木） ＰＣ講座④（エクセル）
02 日（金） コミュニケーションセミナー
05 日（月） 古本ボラ
06 日（火） ＹＧテスト
07 日（水） おうしゅうルーム
企業見学会（株式会社セキエイ）
08 日（木） ＪＳＴセミナー
09 日（金） ＰＣ講座⑤（エクセル）
14 日（水） おおふなとルーム／千厩巡回相談
ＰＣ講座⑥（エクセル）
告知

おうしゅうルーム

10 月 3 日（水）に実施したおうしゅ
うルームには 4 名が参加。9 月に開催
した「ホンキの就職４ＤＡＹＳセミ
ナー」の感想を共有しました。
講座に参加したＭさんは「初めはと
ても不安でした。参加してみると、少
しずつステップを踏んで指導してもら
えたので、4 日間のコースをやり終え
ることができました」と振り返ります。
当日のチャレンジワークでは服たた
みやピッキングなどのワークを実施。
次回は 11/7 に吹矢を実施の予定です。

15 日（木） 家族って何 ? セミナー
17 日（土） サポカフェワークショップ
20 日（火） 就労専門家相談
若者就労相談会（川崎町）
21 日（水） おうしゅうルーム／ＪＯＢ1 日体験（熊野三社）
22 日（木） はじめの 1 歩プログラムＡ
27 日（火） こころの相談
28 日（水） おおふなとルーム／レディネステスト
30 日（金） ＰＣ講座⑦（エクセル）

報告

おおふなとルーム

おおふなとルームでは９月から大船
渡職業安定所での相談会を毎月１回開
催しています。履歴書・職務経歴書の
書き方やご家族からのご相談も対応可
能です。１０月は
１６日（火）の
13:30 〜 15:30
ハローワーク大
船渡１階会議室
です。お気軽に
お問い合わせく
ださい。

視察研修受入（奥州市社会福祉協議会）
報告

◆日時： 9/27（木）10:00-12:00 ◆参加者：11 名
◆団体名：奥州市前沢民生児童委員協議会

◆内容：事業説明・見学

ひきこもりの方々の支援事業に取り組む、「前沢民生児童委
員協議会」。今年度は「若者サポート相談事業」として、地
区グループごとの民生児童委員さんの研修会と相談会を実
施しています。いちサポでは、月に 1 回、センター長の小
野が、民生児童委員さんの研修・相談や利用者相談に出向
いています。また、8 月に続いて今回 2 回
目となる視察研修には、11 名の民生児童委員さんが来所。実際にいちサポの
活動を見学することで、働いていない若者への理解を深めました。民生児童
委員さんの支援が、相談会につながり、いちサポへの利用につながるケース
もあります。家から出るきっかけがつかめない若者にどのようなアプローチ
が出来るかを一緒に考える、非常に有意義な研修となっています。
いちサポでは、様々な関係機関と連携を行ないながら、若者の就職
編集後記 をサポートしています。11 月はいちサポの上半期の実績や活動報
告を中心とした「ネットワーク会議」を 13 日に開催予定です。

