
太陽がまぶしい季節となりました。 暑さに負けず就職活動を進めていきたいですね。
今年度、 さんだサポステでは、 前年度までの 「就労チャレンジ体験」 より名称新たに
『職場体験プログラム』 を実施します！実際の就労を体験し、 自信を持って次のステップに踏み出そう！

サ ポ ス テ タ イ ム ス
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！

2017 年
7月号月刊月刊

職場体験プログラム職場体験プログラム職場体験プログラム職場体験プログラム「働く自分」へ「働く自分」へ「働く自分」へ「働く自分」へ
一歩踏み出す！一歩踏み出す！一歩踏み出す！一歩踏み出す！

職場体験プログラム職場体験プログラムとは？？とは？？

一定期間、 受け入れ事業所で実際に働くことを体験し、 働く自信を身につけ、

就職に向けての一歩を踏み出すプログラムです。※賃金は発生しません

★募集期間

平成29年 4 月～平成30年 2 月末
(体験期間は 3月末まで ) 

1 日あたり 4～ 8時間で
1週間～ 3ヶ月間継続して
体験を行います。(週 20時間以上）

★対象
39歳までの
就業ブランクのある方や
正社員経験の少ない方
※申込時点において未就職であること

実際の現場にたずさわり
　　　　　　　　　  自分に合う仕事を考えたい

「働く」 ことに自信をもつため
　　　　　　　　　　　体験から一歩踏み出したい

「職場体験プログラムについて、詳しく知りたい」という人は、お気軽にお問合せください。

【面談にてご相談の上、詳細を決定します】

こんな人におすすめ！こんな人におすすめ！

etc...

食品製造の体験

安全でおいしい商品作りに取り組む

体験内容
お弁当 ・ 惣菜のパック詰め

値札貼り、 清掃業務

初めての “働く” 経験となりました。

分からない事は自己判断せず、 周囲に確認

しながら進めるよう心掛けました。

A さん （20 代男性）

体験終了後、 事業所の提案により A さん

は正式に採用試験を受けることに。 体験中

の姿勢が評価され、 採用が決定！

NEXT STEPNEXT STEP

etc...

スーパーの体験

地域の人々の食卓を裏で支える

体験内容
商品の品出し、 仕分け作業

商品整理、 鮮度チェック

お客様の対応と袋詰め等の作業の優先順位

を決めながら行うことが難しかったです。 臨機

応変に対応することが課題だと感じました。

体験終了後は、 アルバイトとして就労してい

ましたが、 キャリアアップのため就職活動を

続け、 見事、 正社員としての採用が決定！

NEXT STEPNEXT STEP

「就労チャレンジ体験について、 詳しく知りたい」 という人はお気軽にお問合せください。

体験者の声

専門家のサポートが
あるから、安心して
体験できます！

A さん （３０代男性）

裏面もチェック！→



受付時間 （月～金）９：３０～１７：３０

０７９-５６５-９３００TEL

〒669-1531 三田市天神1丁目5番33号 三田市商工会館1階

土曜･日曜･祝日･年末年始休所日

３９歳までの若者のための就労相談窓口

履歴書などの添削
面接対策など

気軽に相談して
くださいね！

http://saposute.sblo.jp/

ハロー
ワーク
ハロー
ワーク

郷の音
ホール
郷の音
ホール

運営：ＮＰＯ法人こうべユースネット [厚生労働省事業]

次号もお楽しみに！

7 月の予定7 月の予定7 月の予定7 月の予定
月 火 水 木 金 土

1 2

8 9

15 16

休所日

休所日

休所日
10

3

24

4

11

5 6

12 13

7

14
出張キャリア相談
( キッピーモール )

出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談

キャリア相談

キャリア相談キャリア相談

25

22 23
休所日

17 18 19 20 21
出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談

キャリア相談

さんだ若者サポートステーション

26
出張キャリア相談
( キッピーモール )

27 28
キャリア相談

オープンサポステ ( 午前 )

出張キャリア相談
( フラワータウン )

オープンサポステ ( 午前 )

出張キャリア相談
( フラワータウン )

出張キャリア相談
( ウッディタウン )

出張キャリア相談
( ウッディタウン )

29 30
休所日

パソコンスキルアップ講座 パソコンスキルアップ講座 パソコンスキルアップ講座

ハローワーク
活用講座

31
キャリア相談

適職発見
セミナー

7/10( 月 )、7/12( 水 )、7/14( 金 )

【場　所】三田市商工会館内　　【定　員】７名

【対　象】39 歳までのパソコン初心者で就職活動中の方

　　　　 全日程参加出来る方（３日間）

第２期

さんだサポステ×マイクロソフト協働事業

13：00～ 17：00

パソコンスキルアップ講座パソコンスキルアップ講座
使用ソフト▶Windows10、 Office2016 （予定）

仕事でよく使う Word、Excel の他に

PowerPoint を加えた３つのソフトが

バランスよく身につきます。

さんだサポステ×ハローワーク三田

ハローワーク活用講座ハローワーク活用講座
7/11( 火 )　10：00～ 12：00

※３期以降も順次開講します

※当日は９：５０ さんだサポステに集合です

【場　所】ハローワーク三田　　

【対　象】概ね 35 歳までの求職者

【持ち物】筆記用具

【定　員】8 名

さんだサポステ×ハローワーク三田

7/25( 火 )　13：30～ 15：30

【場　所】ハローワーク三田　2 階会議室　　【定　員】10 名

【対　象】就職活動に悩む 39 歳までの方　　【持ち物】筆記用具

～自分に合った仕事をみつけたい！～～自分に合った仕事をみつけたい！～

適職発見セミナー適職発見セミナー
自分の価値観や興味、得意なことを考え、仕事選びのポイント

を探ります。

隠れた内面を見つけて、方向性を明確にしていきましょう！

各セミナーの申込・問合せはコチラへ↓（参加無料）

今月のオープンサポステは 13 日と 27日！13日と 27日！

日
2

9

16

休所日

休所日

休所日

23
休所日

30
休所日

休所日
（海の日）




