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開所時間 10:00～18:00 
開館日   月～金(祝日除く) 
対象年齢 概ね15～39歳 
 
 

〒287-0044 
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中核地域支援センター 
香取ネットワーク内 
TEL : 0478-79-6865 
 
開所時間 10:00～17:00 
開館日   火(祝日除く) 
対象年齢 概ね15～39歳 

成田 

香取 

HPをCheck！！ 

HP http://hokusou-saposute.jpn.org 

           

ちば北総地域若者サポートステーション 

             

♪クリスマス会 開催♪ 

 １２月２１日（月）クリスマス会を開催します。例年好評のクリスマス会ですが、
今年もビンゴ大会やコミュニケーションワークを予定しています。途中参加で
も大丈夫！たくさんのご参加お待ちしております！ 

※参加は事前予約制です※ 

家族会 開催のお知らせ 
家族会とは、毎月１回開催している、就職で悩んでいる子ども、兄弟をお持ちのご家
族の話し合いの場です。 
聴きっぱなし、喋りっぱなしで構いません。 
心の思うままに自由にお話しできます。 
途中参加・退室は自由です。ニックネームで参加できます。 

日程：１２月１４日(月)１３：００～１６：００ 
場所：成田市勤労会館２階・会議室 
参加費：無料 

日程：１２月２１日(月)１０：００～１７：００（入退室自由） 
場所：ちば北総サポステ コミュニティースペース 
参加費：無料              

季節のメッセージ 
◎さて、12月はプログラムやイベントが目白押しです。クリスマス会を始め、井戸掘り
体験やゆるトーク(コミュニケーションワーク)、履歴書作成に有利なペン字講座も復
活！ホンキの就職も始まるため、就職活動へ一歩踏み出せない方は是非！！ 
参加希望の方、詳細を知りたい方はスタッフまで！ 
※講座の曜日変更があります。2ページのスケジュール表をよくご確認ください。 
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●農業体験 
毎週火曜と金曜、農園に行き野菜を育てて
います。参加者が素人なので各野菜につい
て調べながら育て、計画を立て進めています。 
収獲した野菜はみんなで料理して食べたりも
しています！ 

講座紹介 

◇ニュースを知ろう 
新聞やネットで気になる記事を見つけ、
みんなと意見や感想を話し合います。 
人数が多い時にはテーマを決め、その
テーマについて話し合うことも！ 

◎ゆるトーク 
コミュニケーションの初歩として参加しよう！というプ
ログラムです。テーマを決めてのトーク、コミュニケー
ションワーク、UNOやトランプ、将棋などのゲームをす
る時も！気軽にご参加ください！ 

○面接練習 
スタッフが講師となり、面接のマナーや
質問の意図などの勉強を行います。 
またグループワークでは、一人では行え
ない模擬面接を行っています。 

☆英語講座 
テキストや写真を使って英文を作
る講座です。４月からは瞬間英作
文も行っています！初心者にも上
級者にも大好評です！ 

※活動に参加したい方は、事前にご予約をお願いします。 
  （原則前日までに連絡） 
※都合によりスケジュールが変更になる場合があります。 
  ブログにお知らせを載せますので、HPよりご確認下さい。 

イベント紹介 

ハローワーク出張相談 

日時： 1２月２４日(木)13：00～17：00   
場所： 成田市勤労会館 
内容： 毎月行われているハローワーク職員による   
     就労相談です。お一人様50分の相談になります。 

ボランティア体験(匝瑳市) 
日時： 12月 日(月)  
日時： 10：00～12：00 サポステ集合9：00 
場所： 匝瑳市 ふれあいセンター 
内容： 車いすダンスの「フレンドリー」さんと、匝瑳    
     市で行われているデイサービスのボランティ    
     アに参加します。詳しくはスタッフへ(*^_^*) 

わくわくスポーツ 
日時： 未定 
場所： 久住体育館 
持物： 体育館シューズ、使用料 
内容： スポーツを通してコミュニケーションを学びます。 
     コミュニケーションが不安な方、参加お待ちして 
     おります。使用料など詳しくはスタッフまで♪ 

★ＰＣ教室 
PCの基本操作やWord、Excelなどを学
んでいる講座です。PC初心者の方にも
講師が一から教えます。定員5名、予約
制です。 

◆サポステ利用方法 
今年度から、サポステ・プログラム・コミュニティース
ペースの利用方法が変更になります。まだ参加したこ
とない利用者は必ず1度参加してください。 

日 月 火 水 木 金 土 
 
 

12/1 
 
●農業体験 
13:00～15:00 
 

2 
 
 
☆英語講座 
  （文法＆会話） 
14:00～15:00 

3 
○面接練習 
10:00～12:00 
★ＰＣ教室 
13:00～14:00 

4 
 

●農業体験 
10:00～12:00 
 
◇ニュースを 
       知ろう 
14:00～15:00 

5 

6 7 
 

◆サポステ利用方
法(今年度・新規
利用者向け) 
13:00～14:00 

8 
 
 
●農業体験 
13:00～15:00 

9 
 
◎ゆるトーク 
「好きな食べ物」 
13：00～14:00 
 
☆英語講座 
  （文法＆会話） 
14:00～15:00 

10 
 

11 
●農業体験 
10:00～12:00 
★ＰＣ教室 
13:00～14:00 
◎ゆるトーク 

「コミュニケーショ
ンワーク」 
14：00～ 

12 

佐倉市出張相談 酒々井町出張相談 富里市出張相談 多古町出張相談 

13 14 
 

15 
☆英語講座 
   （文法＆会話） 
11:00～12:00 
●農業体験 
13:00～15:00 
 
 

16 
 
◎ゆるトーク 
「好きな動物」 
13：00～ 

17 
 

18 
●農業体験 
10:00～12:00 
★ＰＣ教室 
13:00～14:00 
◇ニュースを 
       知ろう 
14:00～15:00 

19 

芝山町出張相談 神崎町出張相談 東庄町出張相談 栄町出張相談 旭市出張相談 

20 21 
 
 

22 
 
☆英語講座 
   （文法＆会話） 
11:00～12:00 
●農業体験 
13:00～15:00 

23 
天皇誕生日 

 
 

24 
 
★PC教室 

13:00～14:00 
 
 
 

 

25 
 

●農業体験 
10:00～12:00 
 
 

26 

銚子市出張相談 匝瑳市出張相談 印西市出張相談 

27 28 
 
サポステ 
大掃除 

29 
 
 

閉所 
1月5日まで 

30 
 
 

31 
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家族会13:00～16:00 

匝瑳市車イス 
ボランティア 

10：00～12：00 

スケジュール 

井戸掘り＆建築作業体験 
日時： 12月10日(木）10:00～15:00 現地集合11:00 
場所： 千葉県成田市名古屋 
持ち物 昼食 
内容： ２人一組での井戸掘り、栗拾い、大工仕事など、 
     できることが多彩！運動不足の方にも最適です。 
     参加希望、詳しくはスタッフまで！   

ハローワーク 
出張相談 

13:00～17:00 

井戸掘り＆ 
建築作業体験 

クリスマス会 
日時： 12月21日(月）10：00～17：00 
場所： コミュニティースペース 
内容： 今年もクリスマス会を開催！ビンゴ大会やコミュ 
     ニケーションワークetc・・・入退室は自由！ 
     ※参加希望の方は担当スタッフまで！ 

クリスマス会 
10:00～17:00 

ホンキの就職 
事前説明会 

14:00～15:00 

ホンキの就職② 
10：00～15:00 

ホンキの就職④ 
10：00～15:00 

ホンキの就職① 
10：00～15:00 

ペン字講座 
13：00～14:00 
※和室 

自分の字をもっと好きになろう！必要なのはボールペ
ンなどの筆記用具のみ！履歴書作成にも有効です！
気軽にご参加ください！※12/17は和室で実施 

ペン字講座13：00～14:00 

ホンキの就職③ 
10：00～15:00 

２ 


