
～ 9月の見学先は ㈱成田ゆめ牧場です ～

第2回目の企業見学説明会は9/６(木)に
10名の参加があり、皆さん真剣に望んでい
ました。9月の見学先は１４日（金）に予定
しています。（執筆時は予定日前）

毎月行われる企業見学説明会では、その
月に見学予定の企業の業種・採用予定の職種、その他雇用条件など、で
きるだけ資料を集めで詳しく説明はしていますが、実際の現場見学では、
初めて感じるフィーリングというのがあります。現場の様子を観察する
ことにより、応募したいな、とかチョットまだ無理かな、とか自分の気
持ちも具体的にわかってくるものです。 ゼヒ、現場へGO！！

今回の見学では9名が希望しており、サポステから車２台で引率し
ます。秋の遠足みたいで、担当としてもチョット楽しみな見学。

～その他、こんな情報提供もしました。～
9/６の説明会の前日にトントンと決まった新

鮮な情報です。9月末に、佐倉市第3工業団地内に
ある、TOTOバスクリエイト㈱（生産技術職）の
職場見学を行います。この『あゆむくん』発行後
も見学会の希望は可能ですので、興味のある人は是
非！ 相談員にご相談を！！

毎月キッズボランティアさせていただいている、
三里塚コミュニティセンターで、１１月４日（日）
９：００～１６：３０ にお祭りが開催されます！
去年も大盛況だったこのイベントのボランティアを
大募集！

☆着ぐるみ体験（チー○くんの中に入れるかも）
☆模擬店手伝い
☆プラネタリウム手伝い
☆ゲームコーナー手伝い

など…たくさんのご参加をお待ちしています！
よろしくお願いします（^^）

HPをCheck！！
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最新の情報はブログでお知らせ！

第2回企業見学説明会開催！

11/4（日）三里塚コミセン祭りボランティア大募集！

10月は【神無月】（かんなづき）

『爽秋』『錦秋』『白露』きれいな言葉で表す10月です。「神無月か

みなしづき」とも言われ神が不在とか、又出雲では「神在月かみありつき」と
諸説ありますが・・
昨今の10月はハロウィンのオレンジの南瓜がいたるところで目につき

ますよね、さて、わが農園では南瓜は昨年苗が伸びすぎてしまい今年は
チャレンジしませんでしたが、甘くて、おいしいサツマイモが収獲時期を今
か今かと待ちわびています。
澄みきった空を見上げると星も見える人がいるかも？？？

我こそはと目に自信のある人はチャレンジしてみてはいかか
でしょう。

mailto:hyss@hokusou-saposute.jpn.org


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

２

イベント・講座 内容

仕事力発見ワーク
ショップ

グループワークを通して、自分の仕事力（強み）を具体的なエピソードとして伝えられる
ように取り組んでいきましょう！！（自己PRがうまく書けない人参加しましょう。）

ホンキの就職
悩む者同士、みんなで就職への一歩を踏み出してみませんか？
全4日間で応募まで目指します！

1分間スピーチワーク
ショップ(面接対策）

1分間スピーチは、就職面接と同じで、その場で出されたテーマに臨機応変に答える対
応力が求められます。練習で慣れておけば面接本番も怖くない！！

ハローワーク
出張相談

月1回。ハローワーク職員さんの、出張相談会です。1人50分の就労相談です。
相談したい方は、サポステスタッフまでご予約を！（成田市勤労会館）

ご家族向け講座
ご本人だけではなく、ご家族も悩みを抱えて過ごされているかと思います。
少しでも悩みが軽減できるよう、一緒に講座を作り上げていきたいです。

▼ 体験

製菓工場 職場体験
和・洋菓子を製造している工場にて、パック詰めの補助作業体験ができます。工場内の
軽作業に興味がある方、スタッフまでご相談ください。（茨城・神栖）

施設整備ボランティア
花壇の整備や各施設の美化活動のお手伝い。午後は体育館でスポーツ体験をします。
わくわく西の城（神崎町） 9：30～16：00

コンビニ 職場体験
セブン・イレブンにて、貴重なコンビニの職場体験ができます！
まずは品出しや清掃から始められる！(成田市、香取市内） ※詳細は、スタッフまで。

ボランティア体験
ケアハウス内の清掃、イベントのポップ作り、書類整理等を行います。
毎週 月曜、水曜、金曜 10：00～12：00 東総園（旭市） ※詳しくはスタッフへ

井戸掘り＆
建築作業体験

井戸掘り、大工仕事など色々体験できます！運動不足の方はぜひ！
昼食持参 ※詳しくはスタッフまで（成田市名古屋）

農業体験
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！

職場見学説明会
今までの見学先や、新たに見学のできる職場の紹介、内容を説明します。
心構え等もお話させて頂きます。職場見学の申込みも受け付けます。

▼ コミュニケーション講座

ＴＲＰＧ
スゴロクのようにサイコロを振って、テーブル上で冒険に出かけよう！
ゲームやイラストが好きな方に特にオススメ！見学も大歓迎です☆

集中力を身につけよう
（ダーツ）

世界大会まであるダーツ。初めての方にも丁寧にお教えします。
スタッフも大好きな種目です。一緒に楽しみましょう！ 毎週水曜日13：00～14：00

▼ スキルアップ講座

ペン字講座
(月1回。月曜13：00～)

丁寧に書くと、自然に「キレイな字」に見えちゃう♪必要なのはボールペンのみ！
履歴書作成にも☆お気軽にご参加ください！

英語講座
(水曜15：00～)

テキストや写真を使って英文を作る講座です。水曜15：00スタートです。
分かりやすく楽しいですよ＾＾みなさん、お気軽にご参加ください☆

ＰＣ教室(定員5名)
(金曜 13：00～)

PCの基本操作やワード、エクセルなどを学びます。パワーポイント作成もできますよ！
初心者の方にも講師が一から教えます＾＾完全予約制です。

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。
参加者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！

日 月 火 水 木 金 土

9/30 10/1
●農業体験
10:00～12:00

2
○わくわく西の城ボラ

9：30～16：00

3
○ダーツ講座
13：00～14：00

☆英語講座
15:00～16:00

4
●農業体験
10:00～12:00

5
○職場見学説明会

11：00～12：00

★PC教室
13:00～14:00

6

銚子サテライト 香取市（小）出張相談

7 8
体育の日

9
●農業体験
10:00～12:00

10

☆英語講座
15:00～16:00

11
●農業体験
10:00～12:00

12
★PC教室
13:00～14:00

13

香取市（佐）出張相談
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

14
匝瑳市
ﾎﾞﾗﾌｪｽ
10：00～

15：00

15
●農業体験
10:00～12:00

◎ペン字講座
13：00～15：00

16
○わくわく西の城ボラ

9：30～16：00

○創作会
11：00～12：00
○家族向け講座
14：00～16：00

17
○ダーツ講座
13：00～14：00

☆英語講座
15:00～16:00

18
●農業体験
10:00～12:00

ニュースを知ろう
13：00～14：00

19
★PC教室
13:00～14:00

20
三里塚
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
9：30～
12：00

銚子市出張相談 香取市（小）出張相談 東庄町出張相談 栄町出張相談 芝山町出張相談
ハローワーク成田

21 22
●農業体験
10:00～12:00

23
○仕事力発見
ワークショップ
14：00～16：00

24
○ダーツ講座
13：00～14：00

☆英語講座
15:00～16:00

25
●農業体験
10:00～12:00

26
★PC教室
13:00～14:00

27

香取市（佐）出張相談
匝瑳市出張相談

神崎町出張相談 印西市出張相談 旭市出張相談

28
軽トラ市

29
●農業体験
10:00～12:00

30 31
○ダーツ講座
13：00～14：00

☆英語講座
15:00～16:00

11/1
●農業体験
10:00～12:00

◎職場見学説明会

14：00～15：00

2
★PC教室
13:00～14:00

○ホンキの就職
事前説明会

15：00～16：00

3
文化の日

香取市（小）出張相談

スケジュール
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