
しおじり若者サポートステーション 2019 年 １月の予定 
日 月 火 水 木 金 土 

  

1 2 3 4 5 

年始休業 年始休業 年始休業 ＳＰ⑪＆職体説明会 

13:00～14:00 

 

6 7 8 9 10 11 12 

  朝活：習字 

10:00～12:00 

 朝活：コミュ＆音楽 

10:00～12:00 

昼活：コミュ＆かるた 

13:00～15:00 

 

PEPORT 説明会 

13:00～13:30 

ＳＰ⑪＆職体説明会 

13:00～14:00 

軽作業でｽｷﾙｱｯﾌﾟ

14:00～16:00 

ＳＰ見学会 

14:00～15:00 

13 14 15 16 17 18 19 

  朝活：コミュ＆新聞 

10:00～12:00 

一般職業適性検査 

（GATB・ガトブ）  

13:00～14:30 
＊要予約 

朝活：軽運動・けん玉 

10:00～12:00 

ＳＰ⑫＆職体説明会 

11:00～12:00 

 

サポカフェ 

13:30～15:00 

ＳＰ⑪しめきり日 人生すごろく 

13:30～15:30 
＊要予約 

20 21 22 23 24 25 26 

  朝活：コミュ＆パズル 

10:00～12:00 

得する！ 

書類作成術 

13:00～15:00 
＊要予約 

朝活：コミュ＆ぬりえ 

10:00～12:00 
ＳＰ⑪スタート日 

9:00～14:30 

保護者相談会 
＊予約制 

PEPORT 説明会 

13:00～13:30 

知ろう！発達障害 

13:30～15:00 

昼活：ＣＷ＆音読 

13:00～15:00 
ストレスマネジメント

講座① 

13:30～15:30 
軽作業でｽｷﾙｱｯﾌﾟ

14:00～16:00 

 

27 28 29 30 31 しおじり若者サポートステーション 

火～土 9:30～17:30＊日・月・祝日休み 

〒399-0706 塩尻市広丘原新田 282-2 

電話:0263-54-6155  FAX:0263-87-1375 

ホームページ http://shiosapo.jpn.org/ 

メール can@shiosapo.jpn.org 

長野労働局委託「地域若者サポートステーショ

ン事業」（実施団体・ＮＰＯ法人ジョイフル） 

  朝活：コミュ＆読書 

10:00～12:00 

体感！初歩の面接 

13:00～15:00 
＊要予約 

朝活：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

10:00～12:00 
 

松本山雅を語る会 

13:00～15:00 

ＳＰ⑫＆職体説明会 

13:00～14:00 コミュニケーション＆

マナー講座② 

13:30～15:30 

 

ＳＰ見学会 

14:00～15:00 

☆初めての方は、まず初回相談・説明の予約をお願いします。説明を聞いてから利用・登録するか決めることができます。 

☆登録後のキャリア・心理相談も予約制です。相談や講座の予約、お問合せは、電話・メールにてお願いします。「サポステを利用し

ている○○（氏名）です。」「相談の予約（変更）をしたいのですが」「講座に参加したいのですが」と氏名・用件を伝えて下さい。 

登録後、しばらく相談をしていない方は、相談をおすすめします。 しばらくサポに行っていないから行きづらい／自分で就活を始め

たけど、行きづまってしまった。／他の相談員と話したい。相談員を変えたい。／利用の仕方に迷っている。利用したいもの、参加し

たい講座がある。／サポ登録後に仕事を始めたけど、不安。／職場での悩み／とにかく不安 …など。 電話・メールで予約できます。 

☆平成 30 年度『スポーツ安全保険』への加入をお願いします！「ステップアップ就労プログラム（SP）」・「朝活・昼活」に参

加する場合は、スポーツ安全保険に加入して下さい。活動中や活動への往復中に起こりうるケガや事故等を補償します。2019

年 3 月末まで有効。 手数料込 2,000 円、手続きはスタッフが行います。＊加入していない方は参加できません。 

◇ 講座の内容・お知らせ ◇ 

サポカフェ 1 月 15 日（火）13:30～15:00 申し込みは必要あ

りません 

＊参加費 100 円 

仕事や職場でのことについて自由に話す集まり。うれしかった、大変だった…話したい、

聞きたい、一緒に考えてほしい…などなど。スタッフ樋口がサポートします。就活中の方、

サポステの支援を受け就労した方どちらも参加 OK ＊参加費：お茶菓子代 100 円 

 

2018 年 12 月 29 日（土）～2019 年１月３日（木）は、

年末年始休業のため休みます。  

http://shiosapo.jpn.org/
mailto:can@shiosapo.jpn.org


一般職業適 

性検査

（GATB・ガトブ）  

1 月 16 日（水）13:00～14:30  ＊要予約 

1/15 （火）まで 

＊定員 5 名 

持ち物：鉛筆2～3本 

自分に合う仕事って？ 得意・不得意は？→適性検査で、自分に向いている職種がわか

ります。適性を知っておくと、求人検索、応募活動がしやすくなります！＊結果が出るまで

数日かかります。 ＊要予約・定員 5 名 ＊持ち物：えんぴつ 2～3 本（シャープペン不可）  

人生すごろく 
（自分らしさ探し） 

1 月 18 日（金）13:30～15:30 ＊要予約 

1/17（木）まで 

＊持ち物：筆記用具 

人生すごろくを使って自己理解を深め、『自分らしさ』を見つける時間。これまでの経験

をふりかえる＝すごろくのマスのテーマを語ることで、その時の印象がよみがえります。

経験をつなぐ「つながり」=『自分らしさ』を見つけ就活に生かそう！担当は二茅(にがや) 

得する！ 

書類作成術 

 

1 月 23 日（水）13:00～15:00  ＊要予約 

1/22（火）まで 

＊持ち物：筆記用具 

記入済履歴書 

履歴書など応募書類の作成の仕方を基礎から見直してみませんか？「仕事をしてなかっ

た期間はどう記入する？」などの疑問・不安を解決し、自信を持って就活しよう！ 講師

は浅倉  ＊要予約 ＊持ち物：筆記用具、記入済履歴書（無くても可）＊毎回同じ内容です 

ストレスマネジ

メント講座① 

1 月 23 日（水）13:30～15:30 申し込みは必要あり

ません 

＊持ち物：筆記用具 

ストレスとは何か、ストレスへの対処法を知る講座です。 ①は、「心とからだのセルフ

ケア」。 自分に合ったストレス対処法を見つけよう！ 講師は野澤。持ち物：筆記用具 
ストレスマネジメント講座②は 2 月、③は 3 月に行う予定です。今回だけの参加もＯＫ！ 

知ろう！ 

発達障害 

1 月 24 日（木）13:30～15:00 申し込みは必要あり

ません 

＊持ち物：筆記用具 

「最近、発達障害ってよく聞くけど、どういう意味？」「テレビで見たけど、もしかした

ら自分に当てはまるかも…。」発達障害について知りたい方、知ることで何か解決するの？

という方向けに基礎的なことをお話しします。担当はスタッフ・臨床心理士の樋口です。 

松本山雅を

語る会 

1 月 29 日（火）13:00～15:00 
申し込みは必要あり

ません J１昇格を決めた松本山雅 FC について、熱狂的サポーター・スタッフ手塚と熱く語る会

です。これから応援を始めようと思っている方、サッカーをよく知らない方も大歓迎！ 

体感！ 

初歩の面接 

1 月 30 日（水）13:00～15:00 ＊要予約 

1/29（火）まで 

＊定員 4 名 

＊持ち物：筆記用具 

「面接を受けたことない。不安…」「受けたけど、うまくいかなかった…」方にオススメ！

仕事に応募するときの面接のやりとりを実際に体感し、見直してみよう！ 講師は浅倉 

＊要予約・定員 4 名（定員になり次第しめきり）＊持ち物：筆記用具 （毎回同じ内容です） 

コミュニケー
ション＆マナ
ー講座② 

1 月 30 日（水）13:30～15:30 申し込みは必要あり

ません 

＊持ち物：筆記用具 

就活や職場、ふだんの生活で役立つ講座です。②は、「職場でのあいさつ・敬語の使い方」、

「良い印象を残す会話のポイント」。①～③までありますが、今回だけの参加も OK！ 講

師は野澤。持ち物：筆記用具 コミュニケーション＆マナー講座③は 3 月に行う予定です。 
 

『朝活』『昼活』  決まった日時に活動することで、生活リズムの改善を目指します。サポでの活動の第一歩としてオススメ。 

内容は、ラジオ体操・ボランティア・作業・個人の活動（自習）・共同活動。＊事前に計画を立てます。スタッフにご相談下さい。 

 体操・ボランティア 休けい・自習 共同活動 

朝活（火・木） 10：00～10：40 10：40～11：00 11：00～12：00 

昼活（金） 13：00～13：40 13：40～14：00 14：00～15：00 

＊サポ登録、申し込み、スポーツ安全保険加入が必要  対象：登録後、就業・自立を目指している方 ＊週 10 時間未満勤務の方 

ステップアップ就労プログラム（SP）⑪・⑫ ＆ 職場体験事業 説明会 

SP⑪＆職体・1 月 4 日（金）13:00～14:00  SP⑪＆職体・1 月 10 日（木）13:00～14:00 

SP⑫＆職体・1 月 18 日（金）11:00～12:00  SP⑫＆職体・1 月 31 日（木）13:00～14:00 

『ＳＰ』は、実際の職場での仕事体験を含む 6 週間程度の就労トレーニング。 『職場体験』は、一般企業において、一定期間の就労

体験を行い、就労（雇用）につなげていく事業です。まずは説明会にご参加ください。くわしい内容は、ウラ面をごらんください。 

ＰＥＰＯＲＴ（ペポート）説明会  1 月 8 日（火）13:00～13:30 ・1 月 22 日（火）13:00～13:30  ペポートは、ジ

ョイフルが実施している有料の就労訓練です。SP より長期的に実習を続けることができます。まずは説明会にご参加下さい！ 

◎軽作業でスキルアップ  軽作業（内職）を体験してみよう！ロールケーキを入れる箱を折って、両面テープで貼る作業。単純

作業を続ける仕事に向いているのか、どれくらいの時間働くことができるのか、自宅で仕事ができるのか等を体験してみる時間です。 

・1 月 8 日（火）14:00～16:00   ・1 月 22 日（火）14:00～16:00 

予約・持ち物は必要ありません。説明をしますので開始時間までにお越しください。2 時間の予定ですが、途中で退席してもＯＫ！ 

☆ステップアップ就労プログラム（ＳＰ）見学会☆ 「ステップアップ就労プログラム（ＳＰ）をやってみたいけど不安…」

な方にオススメ！信州スカイパークでの実習を見学してみませんか？  前日までにご予約下さい。当日はスタッフが送迎します 

・1 月 10 日（木）14:00～15:00   ・1 月 31 日（木）14:00～15:00 

Windows10 で学ぶ Office2016 『パソコン講習』 Word・Excel・PowerPoint の基礎を全 6 日間で学びます。 

第５期 2019 年  2／1（金）・4（月）・8（金）・15（金）・18（月）・22（金） 各 13:00～16:30 

☆受講資格：サポステ登録が必要です。パソコン基本操作（マウス・キーボード）・文字入力（ローマ字）ができる方。 

☆受講料無料・テキスト代 1,080 円 ☆問合せ＆申込み：しおじりサポステ  ☆しめきり：＊2019 年 1 月 23 日（水） 

☆定員 8 名（申し込み 3 名以上で開催、定員になり次第しめきります。）  ＊同じ内容の講座を第 6 期まで開催する予定です。 


