
先代が昭和28年に長崎県で生姜の販売を
開始。平成6年12月、業務拡大に伴い株式会
社として法人化。同時に本社所在地を岩手県
一関市に、旧本社を長崎支店と改めました。
生姜やにんにくなど香辛野菜を一次加工し
販売しています。第一工場（青果物の加工場）
は、生姜・にんにく・野菜の洗浄、選別、梱包
加工。第二工場は土物の洗い、カッティング、
梱包などの作業を専門に行う工場で、剝きに
んにく・切り干し大根を加工。
製造加工場では、お客様からの強いニーズにお応えし、徹底した衛生
管理の下で、おろしにんにく・おろし生姜などを加工。これらの商品は、お
客様のご要望に合わせた形態で加工し、納入できる体制を整えています。

「特性に合わせた職業選択のために～正社
員に限定しない多様な働き方～」をテーマに、
なのはなプラザで開催しました。
保護者のつどいは、わが子の自立や就職を
応援する保護者の方々を対象に、自立や就
職に悩んでいるわが子に寄り添うために、専
門家の先生に
よる講話と、先
生を囲んでの
悩みや不安を

共有する意見交換会を開催しています。
当日は講師の高橋岳志先生から、雇用形態
や、特性に合わせた多様な働き方について解
説。後半の意見交換会では、就職についての
悩みや不安など様々な意見が交換されました。

9月の気仙地
域の利用者の方
は、社内内職を
始めた方、関係
機関との連携
で職場体験か
ら応募された
方、コロナの
影響を受け
ながら次への
ステップを
望む方など「大きな一歩を進める」動きが
多くみられました。まずは「相談する勇気」
が第一歩であることを感じます。

JA江刺園芸センターに、メンバー５人の採
用が決まりました。
職場体験を通して自信を得たことで、働く
ことがグッと身近になり、応募決断への後押

しになりました。
１０月は就職準

備 備セミナー（４
DAYSセミ
ナー）が開催さ
れます。応募ま
での流れや必要
なことが身に付
き意欲も高まる
セミナーです。

昭和50年4月1日設立。精密プレス板金
加工・金型加工、NCレザー及びNCタレッ
トパンチプレスによる板金加工を製造する
会社です。製造部門は板金・ベンダー・プ
レス・その他部門に大別。二次的受注三次
的受注を幅広く手掛け、20代30代の若者
や女性のオペレーターが活躍しております。
主要加工品目はOA機器等の電子部品
および工業部品多品種、小ロットにも対応
しています。ベンダー部門は、ベンダー（曲

げ加工機）を用いて、ワーク（金属）を型に合わせて特定の形状や角度に
変形させる加工のことです。プレス部門は、45トンから250トンクラスの
プレス機を使用し、OA部品などを鉄板で抜き・曲げ加工を行う作業で
す。専用の金型にいれ加工します。当日はベンダー加工された製品をか
ごに入れる作業、製品を梱包する作業を体験しました。

●登録者・・・・・・・・・・・・・81名（うち２０20年度新規27名）
●就職等決定者・・・・・・・26名（２０20年4月より）
●今月の就職決定者・・・1名（9月１日～9月20日）

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の掲示板を
ご覧ください。右のＱＲコードからアクセスできます。お問合わせはお電話
（0191-48-4467）にてお気軽にお待ちしております。

いちサポでは、キャリアデザインや多様な働き方など、
中途退社後の求職者を対象とした就労支援を行って
います。お気軽にお問合わせなどお待ちしています。

いちサポをご利用の際は、マスクの着用と検温・手洗
いの実施をお願いしております。お手数をおかけい
たしますが、ご協力をお願いいたします。

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のでお持ち下さい。

おうしゅうルーム おおふなとルーム

10月の支援プログラム

10月号
いちサポ通信
働きたい・自分に出来る仕事を見つけたい！

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



就職についてのご相談をお待ちしております！

0191-48-4467

受付時間 10時～17時

実績

ＨＰ

報告 報告

企業の
皆様へ

予防の
お願い

お知らせ

予定

令 和 ２ 年 1 0 月 1 日
いちさぽ通信第 8 6号

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止することがあります。

◆日時：8/25 ◆参加者：2名 ◆所在地：花泉町日形字中通110-6
◆従業員：企業全体23人（うち女性7人）

報告
◆日時：8月24日～28日 ◆参加者：7名
◆作業内容：トマトの選果・箱折作業

報告

◆日時：9/12 ◆参加者：7名 ◆会場：なのはなプラザ３F会議室
◆内容：卒業生から利用者さんへの応援メッセージを送る会

報告

◆日時：9/9 ◆参加者：1名 ◆事業：青果物及び食品の流通加工
◆所在地：花泉町金沢字運南田171-1

◆日時：9/19 ◆参加者：9名
◆講師：高橋岳志さん（かんな福祉相談支援事務所）

報告

報告

ミニJOB体験：有限会社北星電機 職場体験：JA江刺園芸センター

保護者のつどい

企業見学会：株式会社丸越

精密板金などの加工は、求められる精度が0.1mm単位とさ
れているそうです。非常に繊細な加工です。技術の高さを見
ることができました。貴重な体験をありがとうございました。

JOB体験を実施したJA江刺園芸センター
との連携で、職場体験を実施しました。
期間中の体験には7名が参加し、それぞ
れが就労にあたって必要な課題を解決する
きっかけや、意欲を高めていくために必要な
ポイントを学びました。
体験期間はお盆明けの暑さの厳しい期間
でしたが、体験先の職員の方々に支えられ
ながら、体験を終了。その後求人に応募し、
5名が面接を受け見事採用されました。

初めてのJOB体験と職場体験でした。てきぱきと行動するこ
とができたかなと思います。体験してみて、働きやすい職場
だなぁと思いました。もっと早くできるように頑張ります。

作業に集中できるように頑張りました。箱詰めの作業では、ト
マトやりんごの商品を確認。一緒に作業をする方の名前を呼
ぶなど、コミュニケーションを重点的に意識していきます。

サポカフェワークショップ

年に2回、ステップアップ・定着支援事業として実施している「サポ
カフェワークショップ」。卒業生の体験した就職活動や就労体験を、
これから就職活動を行う利用者さんに伝えることで、勇気や元気を
もらえる場となりました。「条件や内容にこだわりすぎず、まずは動
いてみよう」というメッセージに、多くの参加者が頷いていました。

6 火
古本ボラ
JOB図書館（9日まで）

7 水 おうしゅうルーム

12 月 PCセミナー（ワード）

14 水
PCセミナー（エクセル）
出張相談（千厩）
おおふなとルーム

15 木 1分間スピーチ

17 土 定着・ステップアップ相談

20 火 就職準備セミナー（奥州）

21 水 PCセミナー（パワーポイント）

23 金
就職準備セミナー（奥州）
就労専門家相談
おうしゅうルーム

27 火
こころの相談
就職準備セミナー（奥州）

28 水
職業理解セミナー
おおふなとルーム

30 金 就職準備セミナー（奥州）

わが子の特性を言えるようになりたいと思いました。いろい
ろな方々がいて、いろんな考えや対応の仕方が聞けて良かっ
たです。相談できる場所があることを知りました。

自分が思っているより社会は怖くないんだなぁと思いま
した。実際に体験した先輩たちの話を聞けてとても参考
になりました。行動することが大事なんだと思いました。

案内役の矢萩総務次長さんのお話の中で、「何事も機械化され
る現代において、当社は人の手を要する職種です」との説明が
あり、従業員の方の手さばきの良さ、プロ意識を感じました。



２０２０年度

いちサポ
情報ｺｰﾅｰ

いちのせき若者サポートステーション

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います！

☎

Q

A

☺

「いちサポ」ってなにをする所なの？

15歳から49歳までの働きたい方の就職をサポートします。

いちサポでは、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「働き
だす力」を引き出し「職場定着するまで」を全面的
に支援します。

0191-48-4467

概要
2020年度

いちサポ支援内容

今年度のいちサポの支援内容をお送りいたします。

Q どんな人が対象なの？

• 仕事を探している方
• 15歳から49歳までの方
• 通信制や定時制の働く希望のある学生の方

いちサポは
なのはなプラザ
4階にあります

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

日時：毎月第一・第三水曜日の10時から15時まで
場所：水沢メイプル地下1階（0191-48-4467）

日時：毎月第二・第四水曜日の10時から15時まで
場所：キャリアパートナー（080-8219-4001）

通信制高校・定時制高校に通学し働く希望のある生徒
に、就労に関わる相談やセミナー等の支援をします。

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

案内
各種出張相談
のお知らせ

お気軽に
ご相談下さい

１ 出張相談の内容

２ 予約の方法

• 就労に関する相談、志望動機の書
き方、面接練習、ミニセミナー、軽
作業訓練など就職に向けた応募
に関する相談を受け付けています。

• 個別相談は予約制です。
• 予約なしでの相談も可能ですが、
お待ちいただく場合もございます。

• 予約：0191-48-4467

作業体験活動
（仕分・検品等）

自己理解ｾﾐﾅｰ
職業理解ｾﾐﾅｰ

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

会場 千厩会場 大東会場

時間 13:00-13:50 13:30-14:20

場所
千厩支所

二階 小会議室
大東コミュニティセンター 楽屋

日程

４月８日（水）
6月10日（水）
８月１２日（水）
１０月１４日（水）
１２月９日（水）
２月１０日（水）

5月13日（水）
７月８日（水）
９月９日（水）
１１月１１日（水）
１月１３日（水）
３月１０日（水）千厩出張相談 大東出張相談

千厩町・大東町にて
就職に関する相談会を開催しております。


