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！

7 月号

いちサポ通信

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

岩手県一関市大町 4-29 なのはなプラザ 4 階

企業見学会：ニッコー・ファインメック㈱

報告

◆日時：5/23（木）10:00-11:00 ◆見学先：ニッコー・ファインメック（株） ◆所在地：一関市千厩町奥玉天ヶ森 75-6 ◆参加 3 名
◆事業内容：東北 6 県の産業廃棄物収集運搬許可、産業廃棄物の中間処理、貴金属リサイクル等 ◆社員数：65 名（うち女性 14 名）

有限会社日興薬品（レントゲンフィルム
の回収処理業者）として昭和５５年 1 月設
立。平成 11 年 7 月商号を変更し、ニッコー・
ファインメック株式会社となる。社名の由
来 ”NIKKO FINE MECC” は、NIKKO（日
興）、FINE（純度・精巧）、MECC（メック）
は造語ですが、それぞれの頭文字が意味す
る ” Material（素材）Ecology（環境）
Chemical（科学）Creation（創造）において、優れた（FINE）企業
でありたいと願いが込められています。
病院から出るレントゲンフィルムに含まれる銀を中心とした貴金属の
リサイクルを中心に、東北 6 県の産業廃棄物収集運搬と処分を行って
います。産業廃棄物の中間処理は、レントゲンフィルムの焼却、廃液の
中和、電子機器等の破砕の許可があり、医療機関のレントゲンフィルム
や歯科医院からの歯科金属、PC 等の廃電子機器、宝飾くず、メッキく
ずなどを引取り、金や銀などの貴金属リサイクルがメインの事業となり
ます。平成 26 年 2 月に小型家電リサイクル法における再資源化施設と
して環境省（及び経済産業省）から認定を受け、地元一関市及び東北 6
県の小型家電も回収し、今まで不燃物だった身のまわりのビデオデッキ
やゲーム機などの電子機器も当社でリサイクルされ、有用活用をしています。

小山総務課長さんから皆様へ（求める人材像）

仕事をするうえで大切なことは何でしょうか・・・。最初は何事も
わからないことばかりです。自分が何を考えているのかを周りの人
に伝えること、自分で意思表示をすることです。コミュニケーショ
ンができれば周りには理解してくれる人が必ずいます。自分一人で
悩まず一歩踏み出しましょう。当社では全く知識や経験がなかった
方や女性も多く活躍しております。何事にもチャレンジ精神です。

令 和 元 年 7 月 1 日
い ち サ ポ 通 信 第 71 号

報告

就職についてのご相談をお待ちしております！

受付時間

10 時〜 17 時

先代が昭和 28 年秋ごろに創業。昭和 38
年に米菓の生地製造を開始し、昭和 61 年
からは米菓生地製造から、米菓商品製造ま
で一貫した生産販売を行ってきました。せ
んやの名称は煎餅（せんべい）屋の文字か
ら、煎（せん）＋屋（や）＝（せんや）が由
来となります。
「せんやのおせんべい」はモンドセレクシ
ョン最高金賞受賞（5 年連続、2007 〜
2011 年）。「いさだのせんべい」は平成
21 年度岩手県特産コンクール、岩手県産業貿易振興協会会長賞受賞。
また、全国菓子大博覧会では名誉総裁賞を受賞。
事業内容は大別すると 3 部門（生地・製品・アルファ化米）に分かれ
ます。【生地部門】は自社製品のみならず、他社の菓子製造の生地を手
掛けております。東北はもちろん関東・関西・四国の企業から、多種多
様の注文に追われております。【製品部門】においては多くの商品を作
り出しています。人気商品は「奥州煎餅（えび豆）」「せんやのおせんべ
い」「奥州煎餅（ふんわり黒糖）」。【アルファ化米部門】は、平成 26 年
度に米菓生地工程を応用した高品質アルファ化米の製造開発に着手しま
した。東日本大震災後に食糧不足が深刻化した際、多くの人が「ごはん」
を求め、お湯や水を加えれば煮炊きをしなくても食べられる「アルファ
化米」が注目されました。大手他社はアルファ化米が備蓄用やアウトド
ア用を目的に販売されていますが、当社は特産品として、また、日常食
という位置づけを狙うことにより、他社との差別化を図っています。
当日の職場体験は 2 班に分かれ、女性は袋詰め作業・シール貼作業を
体験。男性は生地の乾燥室入れ作業・完成生地のベルトコンベアへの流
し込み作業を体験しました。

佐藤専務さんから皆様へ（求める人材像）

人の仕事をよく見ることです。わからないこ
とは聞くこと。やっていく過程で覚えていく姿
勢が大切です。最初は誰でも思い通りにできま
せん。できないからと言って諦めないことです。
手が空いた時、何をすればよいか聞くことです。
仕事上手な人の仕事さばきを見ることにより、
何をすべきか分かるようになります。経験は問
いません。体力に自信のある人・辛抱強い人を
求めています。

ＨＰ

●登録者・・・・・・66 名（うち 2019 年度新規 15 名）
●就職決定者・・・・10 名（2019 年 4 月より）
●今月の就職決定者・ 4 名（6 月 01 日〜 6 月 25 日）

0191-48-4467

◆日時：6/17（月）10:00-15:40 ◆場所：株式会社水沢米菓（せんや） ◆人数：3 名
◆所在地：奥州市胆沢小山字下笹森 52-1 ◆事業内容：米菓生地、米菓製品、及びアルファ化米の製造・販売

まめ知識コーナー

今年度の実績（6 月 25 日現在）

地域若者サポートステーション事業

JOB 体験 株式会社水沢米菓（せんや）

●2020 東京オリンピック・パラリンピックで授与されるメダルの原料はリサイクルさ
れた再生金属で１００％作る、世界で初めての取組です。全国の小型家電認定業者が、
二年間かけて都市鉱山メダルの原料となる小型家電を回収し、今年 3 月に目標回収量に
達しました。来年は、全国民のリサイクルの気持ちのこもったメダルがオリンピアンに
授与されます。●不要になった携帯電話から金メダル 1 個作るには、携帯電話が何台必
要か？携帯電話 1 台（約 150g）に 0.02％の金が含まれています。150ｇ×0.02%=0.03g。
金メダル 1 個には約 6g の金が使用されることから 6g÷0.03g=200 台。
200 台あれば、金メダル 1 個作ることができます！

6 月のサポカフェは「フリー吹矢」を実施。3：6：3
サポカフェ の呼吸でリラックス。参加者の S さんにマッサージも
教えてもらいました。7 月 20 日は JST セミナーです。

厚生労働省

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。
右の QR コードからアクセスできます。

ＱＲコード

０１日（月）
０３日（水）
０４日（木）
０５日（金）
０９日（火）
１０日（水）
１１日（木）
１７日（水）

報告

7 月の支援プログラム

古本ボラ
おうしゅうルーム
コミュニケーションセミナー
YG テスト
１DAY セミナー
千厩巡回相談
スポーツウェルネス吹矢
おうしゅう・おおふなとルーム

おうしゅうルーム

6 月のおしゅうルー
ムはチャレンジワー
クとアロマ講座を実
施。初めての活動に
慣れない人もいる中、
先輩の利用者さんが
しっかりとサポートする様子が見ら
れました。アロマ講座ではストレス
マネジメントに必要な考え方や具体
的なアロマの使い方を学習。今後の
就職活動に役立てていきます。

１８日（木）
１９日（金）
２０日（土）
２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）
２５日（木）
３０日（火）
３１日（水）

報告

スポーツウェルネス吹矢
レディネステスト
サポカフェ
はじめの 1 歩 B
JST セミナー
就労専門家相談
スポーツウェルネス吹矢
こころの相談
おおふなとルーム

おおふなとルーム

６月の大船渡ルームでは、レディ
ネステスト（職業興味テスト）を実
施しました。興味や職種の中からも
可能性はさらに広げることができる
ことを知り、
更に様々なこ
とへの興味が
わいた方や仕
事の探し方を
見直す機会に
なりました。

JOB 体験（一関図書館）
報告

◆日時：6/4（火）〜 6/7（金） ◆場所：一関図書館 ◆参加者：1 名
◆体験内容：一関図書館の図書の配架・カウンターのお仕事

いちサポで年に 5 回開催している、一関図書館の
JOB1 日体験。6 月の体験には、いちサポから 1 名
が参加しました。
参加した S さんは図書の配架やカウンターのお仕
事を体験。4 日間の体験中は気温が 30 度を超える
日もありましたが、体調管理をしながら最後までや
り遂げました。「一関図書館のスタッフの方々の雰
囲気がとてもよかった。ありがとうございました」
と体験を終えて一言。貴重な体験となりました。
いちサポでは一人ひとりの利用者さんに合わせた様々な支援プロ
編集後記 グラムを実施しています。気になるプログラムがある場合は、お
気軽にいちサポ（0191-48-4467）にお問い合わせください。

いちのせき若者サポートステーション

2019 年度

いちサポ
インフォメーション

概要

発行：いちのせき若者サポートステーション
住所：岩手県一関市大町 4-29 なのはなプラザ 4 階

就職についての相談をお待ちしております！

Ｑ 「いちサポ」ってなに？
Ａ

就職した先輩たちの声

企業見学会

33

名

先輩たちの体験談を
聞いてみよう！

し「職場定着するまで」を全面的に支援します。

性格検査
職業適性検査

奥州地域・大船渡地域の相談／学校連携相談

JST セミナー
（職業対人技能トレーニング）

Q どんな人が対象なの？
・仕事を探している方
・15 歳から 39 歳までの方
・通信制や定時制の学生の方

の方々だけでは解決が難しい「働く出す力」を引き出

平日の 10 時〜 17 時に個別相談と支援プログラムを実施しています。

作業体験活動
（仕分け・検品等）

今年度のいちサポの支援内容をお送りいたします。

紹介

出したい若者たちとじっくり向き合い、本人やご家族

就職へ向けての準備プログラム

いちサポは
なのはなプラザ
4 階にあります！

平成 30 年 4 月から
平成 31 年 3 月までの
就職決定者数は

は、厚生労働省委託の支援機関です。働くことに踏み

15 歳から 39 歳の若者の就職をサポートします。

0191-48-4467

令和元年度
いちサポ支援内容

いちのせき若者サポートステーション（通称いちサポ）

Ｑ

職場体験

面接練習
応募書類作成

おうしゅうルーム

日時：毎月第 1・第 3 水曜日の 10 時から 15 時まで
場所：水沢メイプル地下 1 階 第 1 会議室

おおふなとルーム

日時：毎月第 1・第 3 水曜日の 10 時から 15 時まで
問合：大船渡市民活動支援センター（0192-47-5702）

通信制・定時制高校
生徒の就職支援

通信制高校・定時制高校に通学し就職を希望する生徒に、
就労に関わる相談やセミナー等の支援をします。

いちサポをどれくらい利用しましたか？

・10 か月ぐらい利用しました。
・3 か月ぐらいです。セミナーなどで就職後の不安を解決することができました。
・高校を卒業してから社会に出たことがなかったのですが、登録してから 3 か月で就職が決まりました。
・半年ぐらい、チャレンジワークや職場体験などを利用しました。ありがとうございました。

Ｑ

いちサポのどんなところが利用しやすかったですか？

・職場体験や企業見学会に参加して、どんな仕事かを体験できたので、それが応募につながりました。
・悩み事を親身になってスタッフさんに聞いてもらえたところがよかったです。
・一人で就職活動をするよりも、担当のスタッフの方がバックアップしてくれたのでよかったです。
・チャレンジワークなどを通して人との交流や仕事に就く前の心の準備などができました。

Ｑ
コミュニケーション
セミナーの様子

働くって
奥が深いんだなぁ。
先輩たちから
後輩たちへ
たくさんの
応援メッセージを
聞いてみよう！

就職活動中の後輩への応援メッセージ

・悩みや不安をため込まず、しっかり相談をして、少しでも気持ちが落ち着くように頑張ってください。
・いちサポには様々なセミナーや企業見学会があるので、興味を持ったら参加するのがいいと思います。
・焦らずに探すことが大切だと思います。自分に合う仕事は必ずあると思うので、積極的に参加してほしいです。
・一人では就職活動が不安だったのですが、相談しながら就職活動ができ、不安な気持ちが少しずつなくなり前向きになれました。

