
親会社の三光ライト工業株式会社により、
1996年8月、一関営業所を開設。2001年
10月一関営業所を改称し、一関市東工業
団地に一関工場を開設。2013年9月一関
工場を一関三光株式会社として分離独立と
なり今日に至ります。
近年の日本製造業界においては海外に製
造拠点を移す流れにあって、あえて「MADE
IN JAPAN」を掲げます。国内生産拠点を
ネットワークでつないで高品質かつ安定した
製品供給を実現。5部門の技術・生産プロセスで事業を行います。

リクルートとの連携で行うWORKFITプ
ログラム。４ＤＡＹＳセミナー、１ＤＡＹセミ
ナー、1分間スピーチセミナー等、多様なメ
ニューを実施しています。
今回はブロックを使用して、「7分間で高
いタワーを作るために協力する」という内
容のセミナーを行いました。
参加した2名は、どうやったら高いタワー
を作ることがで
きるかなど、作

戦を立てながら、協力してタワーを製作。
1回目に作ったタワーは63ｃｍの高さを記
録。二人とも集中して取り組みました。チー
ムワークについて学ぶ時間になりました。

一関市の「民生児童委員連絡協議会」事務局を通して、いちサポでは年
に３回、民生委員や児童委員の方々を対象にした事業説明と意見交換会
を実施しています。
第1回は 25名が参加し、いちサポの支援プログラムや事業内容の説明、
チャレンジワークの様子を実際に見学、企業見学会や職場体験などにつ
いて写真などを見ながら紹介しました。
参加した民生委
員のＡさんは「チャ
レンジワークでは、
ていねいな対応を
されているのを見
学できてよかった。
利用者が一生懸命
取り組む姿に、応
援する気持ちで
いっぱい」と語り
ました。

ブックポートネギシ様での職場体験を3日
間実施し、お世話になりました。
本が好きだったことから書店での体験を
希望し、本の細かなケアや作業、普段手の
届かない
箇所の清掃
や表からは
見えない仕
事など様々
体験し「助か
った」と社長
にも褒めて
いただきな
がら、やり遂
げることが出
来ました。

おうしゅうルー
ムではチャレンジ
ワークを実施して
います。
手先を使った作
業体験をはじめと
して、集団での作
業を通したコミュ
ニケーション能力

の習得、指示通りに作業を行えるかどうか、
分からないことがあるときには質問ができ
るかどうか、など社会で実際に役立つスキ
ルを身につけていきます。
おうしゅうルームは月に2回開催していま
す。お気軽にお問い合わせください。

●登録者・・・・・・・・・・・・・87名（うち２０20年度新規33名）
●就職等決定者・・・・・・・32名（２０20年4月より）
●今月の就職決定者・・・1名（10月１日～10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

11月の支援プログラム

11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 １ 月 1 日
いちさぽ通信第 8 ７ 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：9/28 ◆場所：フードパワーセンターバリュー千厩店
◆参加者：3名 ◆事業内容：スーパー（食料・日用雑貨品の販売）

報告
◆日時：9/13（月）14（火） ◆参加者：25名
◆参加者：一関市民生委員・児童委員

報告

◆日時：10/12（月）14（水）21（水） ◆場所：なのはなプラザ会議室
◆内容：Microsoft Office Word, Excel, PowerPointの操作方法の習得

報告

◆日時：9/24（木） ◆場所：一関三光株式会社（一関市東台14-20）
◆事業内容：プラスチック部品の製造・成形・塗装・印刷

◆日時：9/17（木） ◆場所：なのはなプラザ4階共同会議室
◆参加者：2名 ◆内容：チームワークと自分らしさを発見するワーク

報告

報告

ＪＯＢ体験（バリュー千厩店） 民生委員・児童委員いちサポ事業見学会（第１回）

企業見学会（一関三光㈱）

チームビルディングセミナー

パソコンセミナー

当日は金型製作から成形・塗装・印刷・組立の５部門を見学しまし
た。一貫対応でお引き受けする事でお客様のニーズに実現する
製品を提供されているとのことでした。日本で生き残る「ものづ
くり企業」での、貴重な経験をありがとうございました。

2回目は、1回目よりも高いタ
ワーを作れなかったが、努力と
計画の方向性は合っていた。1
回目は意外にもうまくいった。

マイクロソフトとの連携で行う若者ＵＰセミナー。ワード、エクセル、
パワポ、の3種類のアプリケーションを使用して、各種書類や資料
の作成を通して、基本的な文書やプレゼンテーション、表計算など
の作成や操作方法を学ぶプログラムです。

今までは自分用の文書や考えていることをメモするために
ワードを使っていました。たくさんの機能があることがわか
り、これから有効活用していきたいと思うプログラムでした。
これからさらに進んだ活用法を学んでいきたいです。

2 月 ビジネスマナーセミナー

4 水
古本ボラ
おうしゅうルーム

5 木 コミュニケーションセミナー

7 土 保護者のつどい

11 水
出張相談（大東）
おおふなとルーム

14 土 サポカフェ

16 月 仕事力発見ワークショップ

18 水
自己理解セミナー
おうしゅうルーム

19 木 スポーツウェルネス吹矢①

２４ 火 こころの相談

25 水 おおふなとルーム

26 木 スポーツウェルネス吹矢②

27 金
自立セミナー
就労専門家相談

指示をよく聞くこと、集中して取り組むことに意識して参加しまし
た。短い時間ではありましたが、目標通りきちんとやって最後ま
でやり通せたので良かったです。自分で思っていたよりも、きち
んと作業をすることができたので良かったです。

スーパーでの品出し体験は初めてでしたが、貴重な体験になりま
した。あいさつはもう少し大きい声でできるようになろうと思い
ました。商品の並べ方や見栄えなどはとても重要だと思いました。
貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

㈱ホーマス・キリンヤは食品事業部
（フードパワーセンターバリュー）、衣料事
業部（デイリーファッション衣料）で構成さ
れ、キリンヤグループとして事業を展開し
ています。7月の「デイリーファッション衣
料キリンヤ大町店」のＪＯＢ体験に続き、9
月は「パワーフードセンターバリュー千厩
店」において、食料品や日用品などを扱う
グロサリー部門のＪＯＢ体験を実施。当日
は商品の前出し作業を体験しました。



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。


