
見学会を案内して下さった社長さん
が理解のある方で、仕事の内容や職
場の雰囲気が自分に合っていると

感じ、また職員採用についての方針などに
好感を持ち、ぜひ応募したいと思いました。

大船渡ルーム
では、サンコー食
品（株）様での職
場体験を実施し
ました。 食品製
造の仕事が未経
験なUさんに 職
場の皆様から丁
寧な説明や職場
環境の話などを

して頂き、また大変あたたかい雰囲気で迎
えてくださいました。Uさんは「初体験で緊
張したが、大変勉強になった」と次のステッ
プへの心の準備ができたようでした。

就職に向けた自己ＰＲや志望動機をはじ
めとして、集中して就職準備活動を行う
「4DAYSセミナー」を開催しました。
4日間のセミナーは、リクルート社と連携
し実施する「WORKFIT」のプログラム。
グループワークを通したコミュニケーション

で就職準備にホン
キで取り組みました。
参加したSさんは
「最初はあいまい
だった志望動機が
最終日には明確に
なっていました」と
振り返りました。

令和2年度から、いちのせき若者サポート
ステーションの対象年齢が49歳までになり
ました。
いちサポでは現在、91名の利用者が登録
中で、年齢の内訳は以下の表の通りとなっ
ています。
就職氷河期世代と言われる、新卒採用の
就職活動の時期に就職活動が困難だった
世代を対象とした動きで、今回の対象年齢
拡大により、多くの方が登録、就職活動を

始めています。
チャレンジワークをはじめとして、セミナーやＪＯＢ体験、職場体験など、
いちサポの支援プログラムを利
用しながら、相談をすすめ、今
年度は既に40代では3名の方
が就職決定をしています。
登録や相談など、お気軽にお
問い合わせください。

●登録者・・・・・・・・・・・・・94名（うち２０20年度新規40名）
●就職等決定者・・・・・・・44名（２０20年4月より）
●今月の就職決定者・・・5名（11月１日～11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・手指消毒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。

年末年始（令和2年12月29日（火）～令和3年1月4日（月）の6日間）、
いちのせき若者サポートステーションは休所いたします。皆様のご理解
とご協力をお願いいたします。

おうしゅうルーム おおふなとルーム

12月の支援プログラム

12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 2 月 1 日
いちさぽ通信第 8 8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。

◆いちサポでは15歳から49歳までの就職をサポートしています！報告
◆日時：11/4 ◆場所：一関市厳美町 ◆参加者：2名
◆内容：通信機器の組み立て、検査作業の見学

報告

◆日時：11/5 ◆場所：なのはなプラザ ◆講師：熱海アイ子先生（ゆうの会）
◆内容：アサーションなどのグループワーク ◆参加者：４名

報告

◆日時：11/12 ◆場所：なのはなプラザ ◆参加者：５名
◆内容：企業説明会と清掃作業の見学

◆日時：11/11 ◆場所：一関市東山町 ◆参加者：3名
◆事業：半導体装置用部品（ハーネス）製造・ヘルメット内装貼り作業

報告

報告

2 水 おうしゅうルーム

3 木 スポーツウェルネス吹矢

7 月 ビジネスマナーセミナー

8 火 古本ボラ

9 水
千厩出張相談
おおふなとルーム

10 木 スポーツウェルネス吹矢

15 火 パソコンセミナー（履歴書）

16 水 おうしゅうルーム

17 木 スポーツウェルネス吹矢

18 金 就労専門家相談

19 土 ステップ相談日

21 月 リフレーミングセミナー

22 火 こころの相談

23 水
職業理解セミナー
おおふなとルーム

サポステ対象年齢の引き上げ 企業見学会（星上通信株式会社）

清掃業ｾﾐﾅｰ（新生ビル管理株式会社）

ＪＯＢ体験（有限会社大工業）

コミュニケーションセミナー

昭和５０年10月設立。社名の由来は星氏（初代社長）と滝上氏（2代目
社長）が会社を設立する際に、お互いの苗字から一文字をとって、星＋上
＝星上と名づけられました。現在、3代目社長として滝上賢彦氏が運営し
ています。平成5年に新工場を建設し、快適な仕事場となっております。社
内では通信機器プリント基板実装、各種モールド成形、各種モーター組み
立てを得意とし、配組なども行っています。身近な製品としては、レジの計

器、宇宙観測機口径など多品種少量で受注
拡大と製造に取り組んでいます。一般労働派
遣事業と行内請負事業も行っています。人材
教育に熱心に取り組んでいる企業です。

昭和51年7月設立。スタート時は電線加工を手掛け、自動車部品の各
種ハーネス及びケーブル加工を中心に生産活動を営んでいます。平成
23年からヘルメット加工をスタート。日本製ヘルメットは世界のトップク
ラスの品質で、北米や欧州圏向けの受注生産が絶えないようです。近年
は中国への輸出が増加。元請け企業の協力企業として、高い品質に貢
献しています。
大工業では従業員15名のうち9割が女性スタッフで、「働き方改革」に
も積極的に取り組んでおり、ライフスタイルに合わせ、それぞれが異なる
出勤・退社時間となっています。当日の体
験では、ヘルメット（FRP＝繊維強化プラ
スチック）の内側に部品（シール）の貼り付
け作業を行いました。

分かりやすく教えていただき、最
後のほうは楽しく感じました。

どんな仕事をしているのか、じっ
くり見ることができました。

職場で必要なコミュニケーションスキルの習得を目的に、年に4回
開催している「コミュンケーションセミナー」。講師の熱海先生がファ
シリテーターを担当し、参加者とグループワークを通してコミュニ
ケーションに必要なポイントを確認しました。次回のコミュニケー
ションセミナーは2021年の2月に開催予定です。

今まで自分の短所だと思っていた部分が、実は自分の強
みでもあると言われた時、なるほど！と思いました。

項目 登録者 就職決定者

15～39歳 78人 40人

40～49歳 13人 3人

合計 91人 43人

昭和39年、一関・両磐地域初の総合ビル
管理業として創業し、官公庁、会社、一般家
庭と幅広く顧客からの信頼を得、安定した業
績のある企業です。
企業説明会には講師としてビルメンテナン
ス事業本部・第一業務より鶴田マネージャー
をお招きし、前半は「清掃業で働く意識と心
構え」をテーマに講話を頂き、振り返りと質疑
応答を実施。後半はなのはなプラザ内で清
掃作業の見学を行いました。

作業はスピードが大事という事や、やり方を工夫しながらも、
時間内に終わらせることの大切さを学びました。

これまでに店内清掃などを経験してきましたが、従業員への
信頼があり、楽しく仕事ができるような配慮が印象的でした。

40歳以上の方の
就職活動を応援します！

（2020年10月30日現在）



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。


