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！

8 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：小岩金網株式会社
報告

◆日時：6/26（水） ◆参加者：3 名 ◆見学先：小岩金網工場：岩手衣川工場 ◆所在地：奥州市衣川沢田 68-1
◆本社：東京都台東区西浅草 3-20-14 ◆設立：昭和 43 年 12 月 25 日操業 ◆業種：金網製造

社名の由来は、生誕地が東京都
江戸川区南小岩に金網業を始めた
事から「小岩金網」と命名。現在
は全国 6 支店 8 工場で操業。創設
以来、当社では開発に関わる「自
然保護」と「環境保全」に取り組
んできました。開発を、自然や環
境に対立するものとしてみるので
はなく、自然そのものを深く理解し、これからは「保護・保全」から「共生」
という新しいテーマに向かって、自然環境に関わり続けながら環境創造
企業を目指している企業です。
岩手県には 3 工場（岩手衣川工場・前沢工場・前沢インター工場）が
操業中です。岩手衣川工場は敷地面積 46,850 ㎡（東京ドーム 1 個分相当）
に、3 部門（ひし形課・アンカー課・クリップ課）の 3 工場が併設。生
産品目ではひし形・クリンプ金網・かごマット・アンカー・じゃかご等、
多種多様の金網が製造されております。
＜ひし型金網＞ネットフェンの網目が菱形に似ていることから総称。一
般的なフェンスから多機能タイプを含めると数百種類。
＜アンカー＞鉄棒の先を熱処理し先を高圧プレスで斜めに圧縮して作り
ます。口径や厚みは企画寸法から特殊寸法を含めると数百種に至ります。
＜クランプ＞クランプとは機織り（はたおり）と同じで編むことです。
網目は交互に織られます。分かりやすい物として焼肉用の金網を思い出
して下さい。
小岩金網の製品を身近なモノで例えると、野球用のバックネット（阪
神甲子園球場・楽天球場）、動物舎（盛岡動物園）、ゴルフ場の防球フェ
ンスなど多くの施設に設置されております。
カゴマットは河川敷用・灌漑用・治山用として、皆さんの近隣の水路工
事や道路沿の法面工事等に設置されています。近年、企画立案されたメッ
シュアートでは、ベンチ・オブジェ・壁面メッシュ・壁面アートなども
手がけ、デザイン性や使いやすさ・心地よさを追及、生活環境を楽しく
演出することで話題を集めています。

千葉工場長さんから皆様へ（求める人材像）

各種金網及びそれに付随する製品を製造しています。よりよ
いものを製造するだけでなく、よりよい状態の製品を現場にお
届けし、間違いなく使えるようにするまでが「品質」だと考え
ています。学歴・経験は問いませんが、「基本的な生活態度（普
段の生活がきっちりできている）方を求めます。丁寧に指導す
るので未経験の方も安心して勤務できます。

7 月のサポカフェは「JST セミナー」を実施。職場で
サポカフェ 実際にあった困った場面に視点を当て、よりよい言葉が
けや振る舞いを確認。8 月 24 日は「職場のマナー」。

厚生労働省
令 和 元 年 8 月 1 日
い ち サ ポ 通 信 第 72 号

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

◆日時：7/4（木） ◆場所：なのはなプラザ ◆参加者：5 名
◆講師：熱海アイ子さん（ゆうの会代表） ◆：テーマ「自己との対話」

「まずは自分と話そう！」をテーマに開
催されたセミナーには 5 名が参加。コミュ
ニケーションに課題を感じている方は多い
ですが、その場面や「困り感」は人それぞ
れです。
当日は自己紹介のシートを用いて自分自
身について振り返る作業を実施。「今まで
で一番楽しい思い出は？」「幸せな時は？」
「もし生まれ変わることができたら？」な
どの質問にペンで答えを記入し、記入が終
わったところでお互いに聞きあいます。セミナーの後半では「自分はで
きる！シート」を利用して、過去、現在、未来の自分を振り返り、書き
出して共有。就職に向けて、次のステップを踏むために過去と現在の良
かった探しをしました。
参加した A さんは、「自分には悪いところばかりではないということ
に気が付きました。もっと自分を好きになること、自分ともっと向き合
うことを学びました。これからの就職活動に活かしていきたいです」と
語ります。

スポーツウェルネス吹矢

報告

◆日時：6/27（木） ◆場所：なのはなプラザ ◆参加者：4 名
◆講師：萩田進さん（NPO 法人グッジョブクラブ代表理事）

スポーツ吹矢は子供からお年寄りまで誰もが楽しめるスポーツとし
て、近年人気が高まっているスポーツです。いちサポでは年に二回、5
回シリーズの「スポーツウェルネス吹矢」を開催。
スポーツ吹矢の歴史や基本動作の説明、
技術指導、心得などを体系的に学び、最終
日には競技会を開催。スコアを競い合いま
す。1998 年に日本で生まれたこのスポー
ツは競技人口が年々増えており、2016 年
現在で約 5 万人。
参加した A さんは「初めての参加でした
が、先生がわかりやすく優しく教えてくれ
ました。次回も参加したいです」と語ります。
後期の吹矢は 11 月と 12 月に開催予定です。

ＨＰ

●登録者・・・・・・68 名（うち 2019 年度新規 17 名）
●就職決定者・・・・21 名（2019 年 4 月より）
●今月の就職決定者・ 3 名（7 月 1 日〜 7 月 20 日）

0191-48-4467

コミュニケーションセミナー
報告

今年度の実績（7 月 20 日現在）

地域若者サポートステーション事業

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（木）
０2 日（金）
０3 日（土）
０５日（月）
０６日（火）
０７日（水）
１０日（土）
２０日（火）

報告

8 月の支援プログラム

スポーツウェルネス吹矢 ２１日（水）
２１日（水）
若者セミナー
２２日（木）
保護者のつどい
２３日（金）
古本ボラ
２４日（土）
JOB 図書館（〜 9 日）
２７日（火）
おうしゅうルーム
２８日（水）
休館日（〜 8 月 18 日） ２９日（木）
就労専門家相談
３０日（金）

おうしゅうルーム

6 月に一関で開催し、好評だった
「ホンキの就職４DAYS セミナー」。
おうしゅうルームでは 9 月に開催を
予定しています。
おうしゅうルームは毎月 2 回、第
一水曜日と第三水曜日に水沢メイプ
ル地下の会議室にて開
催しています。
今年度はカードで
コミュニケーショ
ンや各種セミナー等を
予定しています。

報告

千厩巡回相談
おおふなとルーム
YG テスト
若者セミナー
サポカフェ
こころの相談
おうしゅうルーム
レディネステスト
若者セミナー

おおふなとルーム

職業興味テストを実施。興味・自信だ
けではなく、正反対
に見えていた職種・
業種にもつながる
可能性の考え方
や現在の自分
の状況に合
わせると何から
始めたらよい
かのきっかけ
探しがで
きました。

ホンキの就職４DAYS セミナー
報告

◆日時：全 4 回のシリーズで開催（6 月） ◆場所：なのはなプラザ
◆講師：小野仁志（いちさぽセンター長） ◆参加：8 名
一関地域と奥州地域で開催している「ホンキの就
職セミナー」。応募の振り返りや面接ロールプレイ、
1 分間スピーチなど、若者向けに設計されたプログ
ラムを用いて、就職に向けてホンキで取り組みます。
自分の強みや職業適性など、4 日間にわたるセミナー
の初日には 8 名が参加。最終日には認定証が送られ、
応募に向けて意気込みを再確認。参加した A さんは
「面接練習を通して志望動機や自己 PR がうまくでき
たのでよかった。実際に生かしたい」と振り返ります。
次回のホンキの就職は 9 月に奥州で開催予定です。

6 月 28 日に開催された運営法人であるレスパイトハウス・ハン
編集後記 ズの総会。市民活動支援やしょうがい福祉と連携しながら、それ
ぞれの部署の報告と計画を共有。多くの意見を交換しました。

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。

