
いちサポ通信
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！

12月の支援プログラム

今年度の実績（11月 20日現在）

●登録者・・・・・・92名（うち2019年度新規41名）
●就職等決定者・・・・　42名（2019年 4月より）
●今月の就職決定者・ 　0名（11月 1日～11月 20日）12月号

サポカフェ ＨＰ お知らせ
12月に開催を予定していた「サポカフェ」「個別相談」
は都合により開催を中止させていただきます。1月18
日のサポカフェはフリー吹き矢を予定しています。

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

いちサポの駐車場は「なのはなプラザ無料駐車場」または「一関
図書館駐車場」をご利用ください。どちらも満車で「一関市営駐
車場」を利用する場合は、3時間まで無料駐車券を発行いたします。

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　岩手県一関市大町4-29なのはなプラザ4階

厚生労働省
地域若者サポートステーション事業

0191-48-4467

０２日（月）　古本ボラ
３-６日（火）　ＪＯＢ体験（図書館）
０４日（水）　奥州Ｒ／大船渡Ｒ
０５日（木）　スポーツ吹矢②
０７日（土）　保護者のつどい④
１０日（火）　ＹＧテスト
１１日（水）　千廐巡回相談
１２日（木）　スポーツ吹矢③

１３日（金）　レディネステスト
１４日（土）　サポカフェ
１７日（火）　就労専門家相談
１８日（水）　奥州Ｒ／大船渡Ｒ
１９日（木）　スポーツ吹矢④
２４日（火）　こころの相談
２５日（水）　１ＤＡＹセミナー
２６日（木）　スポーツ吹矢⑤

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

令 和 元 年 12 月 1 日
い ち サ ポ 通 信 第 76 号

報告 報告おうしゅうルーム おおふなとルーム

報告

1 日ＪＯＢ体験：花と泉の公園

報告

コミュニケーションセミナー

　朝晩の冷え込みが厳しくなりまし
たが、おうしゅうルームのメンバー
は元気にＪＯＢ体験やプログラムに
参加し、いよいよ応募に向けた準備
の段階です。応募準備と心構えを整
え年度内の就職を目指しどんどん挑
戦していきます。
メイプルでの個別相
談にも対応していま
す。（要電話予約）職場体験：㈱サンデー千廐店

報告

製造業セミナー
報告

報告

　職場でのコミュニケーションスキルの取得を目的
としたセミナーには 11名が参加。自己紹介カード
や折り紙を使ったワークでは、それぞれが自分自身
について言葉にして伝える練習をしました。
　「変化」をキーワードとしてとらえた講師の熱海
さんは、「何かをすると自分の行動が変わってくる、
そうすると、自分の考えが変わってくる」と語りま
す。最後の「良い口ワーク」では、参加者同士でお
互いの良いところを伝えあいました。

　株式会社平山の茂木理穂子さん、照井
義章さんを講師に開催した製造業セミナー
には 10人が参加。
　製造業で気を付けることや、仕事をする
上での着眼点やポイントなどを知ってもら
うために、実際にレゴブロックを利用した
体験ワークを実施。
　茂木さんは「例えば、作業ではスピード
と質のどちらも大事。製造業に向いている
のは、同じ仕事をやり続けられる人。自分

がプロフェッショナルだと思って仕事をすることが大切です。自分なり
にアレンジして、楽しんでチャレンジしていくこともできるお仕事です」
と製造業の魅力を語ります。
　参加したＡさんは「とてもやさしく、分かりやすく説明をしていただ
きました。作業中に声をかけてもらえたり、レゴのワークも楽しく行う
ことができました。製造業に対する興味がより強くなりました」と振り
返ります。
　またＢさんは「仕事の内容やサポート面で詳しいお話を聞けたので良
かった」と語り、今後の就職活動への意気込みを見せました。

　10月大船渡ルームでは「求人票
の見方」として条件の確認だけでは
なく、自分自身の条件の幅の広げ方
や注意してみる
部分などのセミ
ナーを行いまし
た。自分の中で
条件を広げたり
整理できる良い
機会になったよ
うです。

　9/24 ～ 27 までの 4日間、（株）サンデー
千廐店で職場体験をしました。店長さんに
教わりながら、広告に掲載された商品をエ
ンドに陳列したり、在庫計算や自転車の組
み立て補助作業などを体験。
　お客様からの問い合わせがあった時には
トランシーバーでほかの従業員の方を呼び
出してしまったという反省もありました
が、店長さんからは「呼出の内容が具体的
で的確だった」と評価されました。体験後、

勇気を出して応募し、筆記試験と面接に見事合格し、採用されました。
体験したＡさんは「自分も人の役に立てるかもしれない」と意欲を見せました。

◆日時：11/6、11/20　◆参加者：6名　◆所在地：一関市花泉町老松字下宮沢159-1　◆事業主体：一関市
◆管理運営：花泉観光開発株式会社　代表取締役　阿部敏明　◆運営内容：公園の管理運営（植物園管理・花苗販売等）

◆日時：10/24　◆参加者：4名　◆体験先：サンデー水沢店　
◆業種：ホームセンター　◆所在地：奥州市水沢字斉の神113番地

◆日時：11/14　◆参加者：10名　◆事業内容：製造請負事業等　
◆講師：株式会社平山　茂木理穂子さん、照井義章さん

◆期間：9/24～ 9/27　◆場所：㈱サンデー千廐店　◆人数：1名
◆内容：品出し、陳列作業、そのほかの事務作業など

　花と泉の公園は、岩手県一関市花泉町にある植物園で
す。2000 年オープンの大型「ベゴニア館」（一部 2階建
て約 200 坪）と、国内屈指の品種数を誇る「牡丹園」が
あります。9000 坪の面積を誇る東北有数の植物園です。
ベゴニアガーデン「れいな deふろーれす」は、200 種
2,000 鉢のベゴニアを通年楽しめるほか、様々なフラワー
クラフトを体験でき、150 席のレストラン、地場産品な
どの産直販売を持つ交流プラザがあります。

　ぼたん園内には 320 種 4,000 本のぼたんが植栽され、開花を迎える 5月中
旬から 6月上旬には 40種 3,000 株の芍薬（しゃくやく）と合わせ、「ぼたん・
しゃくやく祭り」が開催されて、公園の一大イベントとなっております。
　11月６日の一日仕事体験では、育苗Ａ棟（展示用）のベゴニア鉢の草取り作
業、土のほぐし作業。11月 20日はぼたん園の遊歩道と園内の道路沿いの落ち
葉払いの作業を行いました。

南浦統括課長さんから皆様へ（求める人材像）
花が好きか嫌いかは求めません。私たちの仕事はサービス業で
す。広い園内には多くのお客様が来園されます。お客様に対し
こころのこもった「おもてなし」が大切です。常日頃、園内の
環境整備や鑑賞花の手入れを始め、レストランでの接客、各種
体験教室の開催など幅広い企画運営をしております。自ずと従

業員としての仲間意識・意思の疎通が必要となります。人とコミュニケーショ
ンが高められる方、やりがいをもって仕事に取り組んでもらえる人を求めて
います。学歴・経験は問いません。

戸田店長さんから皆様へ

◆日時：11/7　◆場所：なのはなプラザ　◆参加者：11人
◆内容：職場でのコミュニケーション　◆講師：熱海アイ子さん

　多くのお客様がご来店されますので、心づ
かいが必要な職場となります。接客を楽しめ
る性格で明るく元気な方を求めています。学
歴格差がない会社です。学歴・経験は問いま
せん。

　水沢店は平成４年開店。25番目の店舗となります。ホームセンター
の仕事を分類すると、①レジ業務、②カウンター業務、③品出し・在庫
管理、④商品案内、⑤棚卸し、⑥ＰＯＰ作成
などに分かれます。体験当日の作業は、
品出し・商品陳列作業（午前中）。また、
プライスカードの貼り替え作業（午後）
を実施しました。

1日ＪＯＢ体験：（株）サンデー水沢店



いちサポ
就職についての相談をお待ちしております！

2019 年度
Ｑ 「いちサポ」ってなに？
Ａ 15歳から39歳の若者の就職をサポートします。

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。

いちのせき若者サポートステーション（通称いちサポ）
は、厚生労働省委託の支援機関です。働くことに踏み
出したい若者たちとじっくり向き合い、本人やご家族
の方々だけでは解決が難しい「働く出す力」を引き出
し「職場定着するまで」を全面的に支援します。

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

就職した先輩たちの声

先輩たちの体験談を
聞いてみよう！

Ｑ　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　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。

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！

平成30年 4月から
平成31年 3月までの
就職決定者数は紹介

いちのせき若者サポートステーション

令和元年度　
いちサポ支援内容

Qどんな人が対象なの？

いちサポは
なのはなプラザ
4階にあります！

・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

概要

今年度のいちサポの支援内容をお送りいたします。 作業体験活動 性格検査
職業適性検査（仕分け・検品等）

JST セミナー
（職業対人技能トレーニング）

企業見学会 職場体験 面接練習
応募書類作成

就職へ向けての準備プログラム 奥州地域・大船渡地域の相談／学校連携相談

おうしゅうルーム

おおふなとルーム

通信制・定時制高校
生徒の就職支援

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

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。

コミュニケーション
セミナーの様子

33 名

インフォメーション 0191-48-4467


