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夏の体験合宿＆映画鑑賞『ゆずり葉』 

 
 

 コミュニケーション講座が9月3日(火)に行われました。男女十数人集まり、配布資料を
使いながら講座を進め、コミュニケーションに必要な態度、表情、声のトーンがあることを
再確認することができました。 
 コミュニケーションの要素を簡単に分類すると、言葉による会話、動作による身振り、手
振りがあります。人と人が会話したとき印象に残る割合は言葉の内容より、ボディーラン
ゲージや声のトーンや口調の方が高いことを学びました。 
 

  

 ポレポレ日記 
 秋にさしかかってきたのにまだまだ暑いですね。旧暦では、9月7日
から21日頃は白露(はくろ)と言い、秋分の一つ手前の時期になります。
白露は大気が冷えてきて露を結ぶ頃のこと。気温も下がってくる季節
の変わり目なので、風邪などには注意して過ごしましょう。 

コミュニケーション講座のレポート 

第14号 

面接練習講座 

日時：毎週火曜日 
    10:00～12:00 
場所：フリースペース 

季節のメッセージ 
 こんにちは♪2020年のオリンピック開催地が東京になりましたね！約60年ぶりの開催 
です。色々な問題があるなど言われていましたが、いざ決定するとうれしいですね。 
7年後の日本はどうなってるのかも楽しみですね♪ 

サポステ利用登録者数 181名 進路決定者数 49名(平成25年度8月現在) 

 夏の体験合宿と映画『ゆずり葉』が8月23日、24日に行われました。初日は、 
ＢＢＱや花火、卓球、フットボール、カラオケをしてみんな互いに語り合いました。 
ＢＢＱ場では、薪を燃やして調理したり、カブトムシがいて自然豊かだなぁと感じ
ることができました。カラオケでは、コスプレをする人がいて盛り上がりました。 

 次の日は、みんなで朝食を取り、香取神宮を散策してきました。その後、映画
『ゆずり葉』を鑑賞し、耳の丌自由な人の視点で手話で伝わる事、伝わらない事
を知ることができました。また、どんな人でも先祖から現在、未来の子供へと繋
がっていくということを再確認することができました。 

 この講座では面接でのマナーを学んだり、質問の意図を皆
で考えて理解しています。それを踏まえて面接練習を行って
います。応募者役はもちろん、面接官の立場や第三者側から
みた面接の様子などいろんな立場に立って「面接」に取り組
めるので、今まで気づかなかったことに気づけたりします。 
 気軽に来られる講座ですので、是非参加してみてください
♪ 
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日 月 火 水 木 金 土
9/ 30 1 2 3 4 5
29 エクササイズetc 面接練習 プレゼンテーション ＰＣ教室

13：00～14：00 10:00～12:00 13：00～14：00 13：00～14：00
サポステ茶っと 農業体験 英語 時事問題について語ろう

14：00～15：00 15:00～ 14：00～15：00 14：00～15：00
農業体験     15:00～

6 7 8 9 10 11 12
エクササイズetc 面接練習 プレゼンテーション ＰＣ教室

13：00～14：00 10:00～12:00 13：00～14：00 13：00～14：00
サポステ茶っと 農業体験     15:00～ 英語 時事問題について語ろう

14：00～15：00 14：00～15：00 14：00～15：00
農業体験

15:00～

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 16 17 18 19
面接練習10:00～12:00 プレゼンテーション ＰＣ教室

　 エクササイズetc 13：00～14：00 13：00～14：00
13：00～14：00 英語 時事問題について語ろう

サポステ茶っと 14：00～15：00 14：00～15：00
14：00～15：00 農業体験

農業体験     15:00～ 15:00～

東庄町　出張相談    栄町　出張相談  

20 21 22 23 24 25 26
エクササイズetc 面接練習 プレゼンテーション ＰＣ教室

13：00～14：00 10:00～12:00 13：00～14：00 13：00～14：00
サポステ茶っと 農業体験 英語 時事問題について語ろう

14：00～15：00 15:00～ 14：00～15：00 14：00～15：00
農業体験

15:00～

銚子市　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

27 28 29 30 31
エクササイズetc 面接練習 プレゼンテーション

13：00～14：00 10:00～12:00 13：00～14：00
サポステ茶っと 農業体験 英語

14：00～15：00 15:00～ 14：00～15：00

芝山町　出張相談　
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１０月スケジュール 

日時：毎週火曜日・金曜日 15:00～   
    ※日時変更有 
場所：サポステ＆成田市民農園 
お知らせ：今月から成田市民農園を借りました。 
植えたい野菜を話し合ったり、芋ほりも企画中！！ 

市民農園はじめました！！ 

わくわくスポーツ 

映画「ワーカーズ」 

職業人講話 
日時：9/26(木) 13:00～  
場所：フリースペース 
内容：職業人についてサポステスタッフが行います。
テーマは「人生 しょっちゅう 自棄っぱち 崖っぷち」で
す。参加・詳細はスタッフまで！ 

ハローワーク出張相談 

イベント紹介 

日時： 10/24  (木)13:00～17:00 
場所：成田市勤労会館 
内容：ハローワーク職員による就労相談です。 
先着8名、御一人様1時間の相談になります。 

日時：10/8 (火)13:00～18:00 
場所：わくわく西の城(集合はサポステ) 
お知らせ：日頃運動している方も、そうでない方も 
一緒に体を動かしませんか？ 
女性利用者さんの参加が少ないので大募集中です。 
やりたいスポーツや体育館情報も大募集中です！ 
詳しくはスタッフまで！ 

日時：10/5 (土) 午前の部  9:30～12:20 
            午後の部 13:30～15:50 
場所：公津の杜コミュニティーセンター 
    2F MORI×MORIホール 
金額：前売 1000円  当日 1300円 
内容：ワーカーズコープについてのドキュメンタリー

です。新たな働き方が見つかるかも！         

〒287-0044 
千葉県香取市北1-11-18 
中核地域支援センター 
香取ネットワーク内 
TEL:0476-24-7880 
開所時間 10:00～17:00 
開館日  月・火・木(祝日除く) 
対象年齢 概ね15～39歳 

〒286-0044 
千葉県成田市丌動ヶ岡1113-1 
成田市勤労会館内2F 
TEL：0476-24-7880 
Email：hyss@hokusou-saposute.jpn.org 
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 

ハローワーク出張相談 
13:00～17:00 

映画「ワーカーズ」 
9:30～12:20 13:30～15:50 

※活動に参加したい方は、 
  事前にご予約をお願いします。 
 
※都合によりスケジュールが 
  変更になる場合があります。 

わくわくスポーツ 
13:00～18:00 

ヤ ケ 

 一緒に農業体験してみませんか？ 

職業人講話 
13:00～ 

※次回は10/31を 
予定しております。 
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