
しおじり若者サポートステーション 2020年 6月の予定 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

  人生すごろく 
10:30～12:00 ○予  

朝活：ｺﾐｭ&ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ 
10:00～12:00 ○予  

SP④&職体説明会 
11:00～12:00 ○予  

朝活：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
10:00～12:00 ○予  

 

   ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座 
13:00～15:00 ○予  

 軽作業でｽｷﾙｱｯﾌﾟ 
14:00～16:00 ○予  

 

       

7 8 9 10 11 12 13 

  個人ﾜｰｸ PC 資格 
10:00～12:00 ○予  

職業探索 
10:00～12:00 ○予  

SP④&職体説明会 
11:00～12:00 ○予  

朝活：ぬりえ&写経
&パズル 
10:00～12:00 ○予  

 

   PEPORT 説明会 
13:30～14:00 ○予  

 一般職業適性検査 
(GATB・ガトブ) 
13:00～14:30 ○予  

 

14 15 16 17 18 19 20 

   朝活：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
10:00～12:00 ○予  
ボランティア講座 

 朝活：ぬりえ&写経
&パズル 
10:00～12:00 ○予  

保護者相談会○予  

   10:00～12:00 ○予  
ポジティブ思考 
変換講座 
13:30～15:00 ○予  

 宮崎さんと話そう 

13:30～15:00 ○予  
 

21 22 23 24 25 26 27 

  軽作業でｽｷﾙｱｯﾌﾟ 
10:00～12:00 ○予  

朝活：軽運動 
10:00～12:00 ○予  

PEPORT 説明会 
10:00～10:30 ○予  

職業探索 
10:00～12:00 ○予  

 

  一般職業適性検査 
(GATB・ガトブ) 

個人ﾜｰｸ PC 資格 
13:00～15:00 ○予  

SP⑤&職体説明会 
11:00～12:00 ○予  

どんとこい 
生きづらさ 

 

  13:00～14:30 ○予    13:30～15:30 ○予   

28 29 30     

  職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ･ﾃｽﾄ 
10:00～12:00 ○予  

    

  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座 
13:00～15:00 ○予  

    

       

☆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。 

☆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。活動中等や往復時

のケガや事故等を補償します。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。＊2019 年度に加入した方も、改めて「2020 年度スポーツ安全保険」への加入をお願いします。 

しおじり若者サポートステーション CAN  開所日時：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 

ＮＰＯ法人ジョイフルが行う長野労働局委託「地域若者サポートステーション事業」。15～49 歳の若者の、就労に向けた支援を行っています。 

◇講座の内容・お知らせ◇ 

人生すごろく 

（自分らしさ探し） 

6 月 2 日（火）   10:30～12:00     *しめきり 5/ 30（土） 定員 4 名 
人生すごろくというツールを使って自己理解を深め、『自分らしさ』を見つける時間。すごろくのマスに書

かれたテーマを語ることで、これまでの経験やその時の印象をふり返ることができます。経験の「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。持ち物：筆記用具 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座 

6 月 3 日（水）   13:00～15:00      *しめきり 6/ 2（火） 定員 4 名 

6 月 30 日（火）   13:00～15:00      *しめきり 6/27（土） 定員 4 名 
コミュニケーションツール（カードゲーム）を使って会話をする講座です。話すことが好きな人はもちろ

ん、話すことは苦手だけど克服したいと思っている人も大歓迎です。上手に話せなくても大丈夫。みんなで

楽しくお話ししましょう！ 

※コロナウイルス感染予防の為、来所される方はマスクの着用をお願いします。又、

体調の悪い方は参加をお控えください。 

※講座は全て予約制（○予）で定員を設けます。各講座定員になり次第締め切らせて

いただきます。各講座の定員は『講座の内容・お知らせ』をご確認ください。 

※コロナウイルス感染状況によって講座内容が変更になる場合があります。 

PC 

PC PC 

PC PC 

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


個人ワーク 

PC 資格 

6 月 9 日（火）   10:00～12:00      *しめきり 6/ 4（木） 定員 4 名 

6 月 24 日（水）   13:00～15:00      *しめきり 6/19（金） 定員 4 名 
自分の勉強したい PC 資格の勉強をします。勉強のやり方はテキストを使ったり CD-ROM を使用した自

習形式です。分からないところなど質問も可能です。受けたい試験が決まってない人は相談してください。 

職業探索 

6 月 10 日（水）   10:00～12:00      *しめきり 6/ 9（火） 定員 4 名 

6 月 26 日（金）   10:00～12:00      *しめきり 6/25（木） 定員 4 名 
世の中にある職業は「事務職」「販売職」「専門的･技術的職」「生産工程職」「サービス職」「保安職」「建設･

採掘職」「輸送･機械運転職」「運搬･清掃･包装等職」「農林漁業職」「管理職」と「分類不能」の 12 種類に

分けられます。毎月 1 つの職業を決め、どんな人が向いているの？求人状況は？どんな資格が必要？など

気になることを調べる講座です。今月は「事務職」について調べます。担当は宮田。持ち物：筆記用具 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 
6 月 17 日（水）   10:00～12:00      *しめきり 6/16（火） 定員 4 名 

スタッフと一緒にごみ拾いをします。場所は信州スカイパークです。パーク内を歩きながらごみを拾ってキ

レイにしましょう！汚れてもいい服装で来てください。現地集合も可能です。持ち物：タオル、飲み物 

ポジティブ思考 

変換講座 

6 月 17 日（水）   13:30～15:00      *しめきり 6/16（火） 定員 4 名 
上手くいかないことがあったり、誰でもネガティブな気持ちになりがちです。ネガティブになるときの自分

の捉え方、考え方のパターンやコミュニケーションが取りにくい時の自分の行動パターンに気づき、しなや

かに対応するヒントを学ぶ講座です。自分の体験談やエピソードを元にしながら考えてみましょう。対象は

興味のある方ならどなたでも、何回でも参加 OK です。テキストは毎回同じものを使用します。担当は野

澤。持ち物：筆記用具、テキスト（2 回目以降参加の方のみ） 

宮崎さんと話そう 
6 月 19 日（金）   13:30～15:00      *しめきり 6/18（木） 定員 4 名 

我々の住んでいる地球と太陽系から銀河・宇宙まで宇宙全般について話しをします。「そうだったのか宇宙」

という新たな発見があるはず。天体や宇宙が好きな方、興味のある方お待ちしています。担当は宮崎。 

どんとこい 
生きづらさ 

6 月 26 日（金）   13:30～15:30      *しめきり 6/25（木） 定員 4 名 
生活をしていると「生きづらい」と感じることが誰にでもあると思います。自分の特徴を肯定しながら、生

活できるキッカケになればと思います。担当は滝澤。持ち物：筆記用具 

 

『朝活』（あさかつ） ＊サポステの登録、参加申し込み、スポーツ安全保険への加入が必要です。 

対象：サポステ登録後、就業・自立を目指している方 ＊週 10 時間未満勤務の方 

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。サポステで活動を始める第一歩としてオススメです。内容は、ラ

ジオ体操・ボランティア（ゴミ拾いなど）・掃除などの作業・個人の活動（自習）・共同活動。各日詳細は、お申込みの際にご確認く

ださい。事前に参加する日にち等について相談し予定を立てます。相談員や、スタッフにご相談下さい。＊各回定員 4 名 

 体操・ボランティア 休けい・自習 共同活動 

朝活（水・金） 10：00～10：40 10：40～11：00 11：00～12：00 
 

☆  ＰＥＰＯＲＴ（ペポート）説明会 ☆ 
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（ステップアップ就労プログラム）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！＊各回定員 4 名 

・6／10（水）13:30～14:00 [＊しめきり：6／ 9（火）] ・6／25（木）10:00～10:30 [＊しめきり：6／24（水）] 

☆ 軽作業でスキルアップ ☆ 
軽作業（内職）を体験してみよう！お菓子の箱を折って、両面テープで貼る作業など（内容は変更有）。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する時間です。2 時間の予定ですが、途

中で退席してもＯＫ！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。＊要予約・各回定員 2 名 

・6／5（金）14:00～16:00 [＊しめきり：6／4（木）] ・6／23（火）10:00～12:00 [＊しめきり：6／20（土）] 

☆ 一般職業適性検査・GATB（ガトブ） ☆ 
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。検査を受けた方の個性と職業との相

性をみることができるように作られた検査です。適性を知ると、求人検索、応募活動がしやすくなります！ 

＊月に 2 回行いますが、どれも同じ内容です。都合がつく日時にご参加ください。 

・6／12（金）13:00～14:30 [＊しめきり：6／11（木）] ・6／23（火）13:00～14:30 [＊しめきり：6／20（土）] 

＊要予約・各回定員 4 名 ＊持ち物：えんぴつ 2～3 本（シャープペン不可） 

＊結果が出るまで数日～１週間程かかります。結果については、相談の時にお話ししますので、相談希望日を考えておいて下さい。 
☆ 職業レディネス・テスト（VRT テスト）☆ 

自分がどんな職業に興味・関心があるのかを知る検査です。毎月 1 回行います。職業興味、自信、日常生活の興味の特徴を明確にし、

自分の持ち味を生かせる仕事や職業を見つけていきましょう！結果については、相談の時にお話ししますので、相談希望日を考えて

おいて下さい。持ち物：筆記用具（えんぴつ、シャープペン） 

・6／30（火）10:00～12:00 [＊しめきり：6／27（土）] ＊要予約・定員 4 名 
 

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 2 期 7／9（木）・14（火）・16（木）・21（火）・28（木）・30（火） 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 1,100 円 ☆問合せ＆申込み：しおじりサポステ  ☆しめきり：7 月 1 日（水） 

☆定員 7 名（申し込み 2 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。 

PC 



☆職場体験事業 
 この事業は、就労（雇用）に不安や心配があり、就活（応募）をすることにためらっているものの、

就労したい気持ちのある若者に対し、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。 

 

 

 

 

 

職場体験の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職場体験事業は、こんな方にオススメ！！ 

・サポステでいろいろ活動してみたが、本格的な就労にはまだ不安がある。 

・働きたい職種があり、実際の職場で体験してみたい。 

・ＳＰの次のステップとして活動したい… 

○職場体験事業の説明を聞く・スタッフと相談する 

まずは説明会に参加し、事業についての説明を聞きましょう。説明会に参加できない場合は、 

個別に説明します。（説明会は、SP の説明と一緒に行っています。説明会の日程は隣のページを 

ご覧ください。） 

申し込む場合は、スタッフと相談しながら、体験先の企業や日程について決めていきます。 

希望する職種があれば、担当スタッフが条件に合う体験先を探します。また、事前に企業に 

行って職場見学をすることもできます。 

○職場体験をする 
企業さんとサポステが協力し、若者が働けるようサポートします！ 

 

 

 

 企業さんの職場で、週 20 時間・１週間以上（最長３ヵ月）の職場体験・訓練を行います。

（＊雇用ではありません） 

 サポステのスタッフは一緒に作業することはありませんが、企業訪問、定期相談や３者面談、 

定時連絡等で常にサポートします。 

 ＊これまでの体験先企業…食品製造・販売業、牧場、宿泊施設…等 

若者に働いてほしい 
・若者を育てたい 

企業さん 

○職場体験終了後 
  体験終了後、体験した本人の「この企業で働きたい」という意志と、企業さんの「雇用して 

も良い」という意志を確認します。 

  本人の希望と、雇用する側の企業さんの条件がそろえば「雇用」となります。 

 ＊職場体験に参加したからといって、必ずその企業さんに雇用されるわけではありません。 



 

 

 

 

 

 

 

しおサポの支援メニューの中から、自分に合うものを探して、説明会に参加してみよう！ 

☆ステップアップ就労プログラム   

ステップアップ就労プログラム（ＳＰ）は、実際の職場での仕事体験を含む６週間程度のプロ

グラム（就労トレーニング）。スタッフや、参加している仲間と一緒に考え、作業や座学を通して

就労を目指します。 

 主な内容は次のとおりです。これらを並行して行っていきます。 

 

 

 

 

 

☆ＳＰは、こんな方にオススメ！→・本格的な就労の前に、働くことに慣れたい 

 ・一人で就活することに不安がある  ・朝活の次のステップとして活動したい 

☆ステップアップ就労プログラム第 4 弾・第 5 弾（ＳＰ④・ＳＰ⑤）の流れ 

説明会 しめきり 個別相談 オリエンテーション 実習スタート 

④・説明会に参加   6 月 18 日（木）   6 月 19 日（金） 6 月 26 日（金） 6 月 27 日（土） 

⑤・説明会に参加   7 月 15 日（水）   7 月 16 日（木） 7 月 22 日（水） 7 月 23 日（木） 

説明会に参加または

個別に説明を受ける 

この日までに電話か

来所で申し込む 

参加の目的などをス

タッフと話す 

今後の予定・実習で

必要なマナーを確認 

一般企業での実習ス

タート！ 

ＳＰは毎月行います。説明を聞いてから、参加するかどうかは自由です。次の回から参加しても OK！ 

☆実習（作業） 
 スタッフと一緒に一般
企業の職場に行き作業を
します。 
 清掃、施設管理などの
作業です。 
 火・木・土曜日の週３
日×３週間行います。 

☆講座（座学） 
 実習が無い日に、応募
書類作成や、マナー講座
などの講座に参加しま
す。 
 就活や職場で必要な知
識・スキルを身につける
ことができます。 
 

☆相談・就活 
 スタッフと相談し自己
理解を深めます。 
 キャリアコンサルタン
トや仲間と一緒に自分に
合う職種・働き方等を探
し、条件に合う仕事があ
れば応募します。 

ステップアップ就労プログラム（SP）＆職場体験事業 説明会の日程 

予約制で各回定員 4 名。説明を聞いてから、申し込むかどうかは自由です。 

内容 日にち 時間 しめきり 

ＳＰ④＆職場体験説明会 6月 4 日（木） 11:00～12:00 6月 3 日（水） 

ＳＰ④＆職場体験説明会 6月 11日（木） 11:00～12:00 6月 10日（水） 

ＳＰ⑤＆職場体験説明会 6月 25日（木） 11:00～12:00 6月 24日（水） 

＊説明会参加の都合がつかない方は、個別に説明しますので、スタッフまでお問い合わせください。 

☆ ＳＰ＆職体 参加者の声 ☆ 
☆自信がつきました。何度も繰り返しやっていくと不安も減ります。とにかく慣れることが大事だと思いました。 

<ＳＰ・職体（清掃）参加 30 代 男性> 

☆外で他の人と連携して働く事を経験できたので良かったです。ただ長時間、毎日できるかは不安でした。ＳＰの
後にすぐ職場体験ができて、職場体験の後にそのまま就職できたので良かったと思います。引きこもりの期間が
長かったので、これからの人生は不安でしたが、まずＳＰをやった事が第一歩につながったので良かったです。
            <ＳＰ・職体（食品製造・小売）参加 20 代 男性> 

☆今の自分にできる事・できない事、こんな時どうすればいいのか等を、正式な雇用の前に確認できた事で精神面
での負担が減りました。体験中の面談では、細やかに何でも相談に乗っていただいたので、スッキリした気持ち
で体験ができました。そのまま体験先で雇用になり大変嬉しかった。   <職体（教育）参加 20 代 女性> 

☆仕事が自分にこなせるのか、朝起きれるのか不安でしたが、実際に体を動かして作業に取りかかることで、ばく
然とした不安が薄れました。ＳＰ等に行くことで生活リズムもつきました。できないと思っていたことが、やれ
ばできちゃうんだって分かると自信がつきました。   <ＳＰ・職体（食品製造・小売）参加 20 代 男性> 

☆最初は不安しかなかったが、ＳＰや体験を通じて自分もきちんと通うことができ、やりきることが出来るという
自信になったので参加してよかったと思った。          <ＳＰ・職体（製造）参加 20 代 男性> 


