
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！

3 月号3月号

裏面もチェック！→

寒さが少し落ち着き、 春の訪れを感じる季節となりました。 今月号は、 「サポステ利用者の声」 を大特集！
サポステを利用して、 あなたも 「働く」 への一歩を踏み出そう！

月刊月刊 2018年2018 年

サポステを利用した感想サポステを利用した感想 を教えて！」を教えて！」
インタビューサポステ利用者に

「「
ぶっちゃけ知りたい！ぶっちゃけ知りたい！

【さんだサポステの利用満足度】【さんだサポステの利用満足度】

大いに満足大いに満足
（34.7％）（34.7％）

満足満足
（48.6％）（48.6％）

まあ
満足
まあ
満足

（16.7％）（16.7％）

「平成 29 年度 　地域若者サポートステーション

利用満足度調査」　結果より

今後の方向性に迷いがありましたが、 相談を通して、 自分の出来ること ・ やりたいことが

明確になりました。 無事に就職が決まったので、 サポステを利用してよかったです。

職場体験プログラムに参加しました。 これまで就労経験がなく、 働くことへ漠然とした

不安を抱いていましたが、 「自分にも出来る！」 という自信につながりました。

仕事を始めてからも、 働きながら困った時はステップアップ相談を利用しています。 親や

友人には相談できないことも、 サポステでは相談できるので、 とても助かっています。

「サポステがどんなところか知りたい」と思い、　　オープンサポステ　の日に行きました。

丁寧に説明してくださったので、 安心して利用し始めることが出来ました。

オ ー プ ン サ ポ ス テ とは？とは？

毎月第 2・4木曜日の 10時～ 12 時は、気軽に立ち寄っていただけるように、

サポステの入口を開放し、利用方法などの説明・案内を行っています。

今月は、8日と 22日に実施します！　

サポステを利用後、就職が決まった人からのメッセージサポステを利用後、就職が決まった人からのメッセージ

サポステで自分の気持ちの整理が出来たことや、 自己理解を深められたことで、 一歩前進出来ました。

就活が上手くいかず、 自信をなくすこともありましたが、 諦めずに息抜きしながら活動を進めてください。

一人で就活をしていると、 不安や心配事がたくさん出てきますが、 相談すると気持ちが楽になり、 安心して

活動に取り組めました。 サポステは、 働くことに悩むあなたの強い味方になってくれると思います。

苦手な面接も対策をしていただいたおかげで、 自信を持って本番に挑めました。 一人では煮詰まってしまう事も

相談すると意外と簡単に解決することも多かったです。 色んな人の力を借りて活動するとよいと思います。

就職決定おめでとう！就職決定おめでとう！

まずはお気軽にお問合せください。

電話でも来所でも OK ！

三田市商工会館の

1階奥に進むと入口が

ありますので、

中にお入りください。

今の思いを聞かせてください。

あなたに必要な利用方法を

一緒に考えます。

（より適切な支援機関の情報提供を
　行う場合もあります）

受付・初回相談受付・初回相談 個別相談個別相談
一人ひとりとじっくり向き合い、

あなたの 「働く」 に向け

進めていくために、 専門スタッフが

向き合います。

セミナー・講座セミナー・講座（予約制 /1回 50分）（予約制 /1回 50分）

「働く」 に役立つ様々なセミナーや

講座を随時開催

しています。

「サポステを利用したい！」思ったら…「サポステを利用したい！」思ったら…



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！

3 月の予定3 月の予定3 月の予定3 月の予定
月 火 水 木 金 土
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10
休所日

6 7 8 9
出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談

さんだ若者サポートステーション

14
出張キャリア相談
( キッピーモール )

15 16
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 )

17
休所日

申込・問合せはコチラへ↓（参加無料）

日

11
休所日

18
休所日

19
キャリア相談

20 21 22 23
キャリア相談

24
休所日

25
休所日

26
キャリア相談

27 28
出張キャリア相談
( キッピーモール )

出張キャリア相談
( ウッディタウン )

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 )

職業適性検査を受けて、 能力面からみた自分の適性を見つめ直してみましょう！

ハローワーク三田 × さんだサポステ共催セミナー

【場　 所】 ハローワーク三田　２階 会議室

【対　 象】 39 歳までの求職活動中の方

【持ち物】 筆記用具 （HB 鉛筆 2 本）

【定　 員】 8 名

1 2
キャリア相談

3
休所日

4
休所日出張キャリア相談

( ウッディタウン )

5
キャリア相談

ステップアップセミナー
ステップアップ相談

仕事選びに役立つ！
職業適性セミナー

12

今月のオープンサポステは

8 日と 2２日！8日と 2２日！

休所日
（春分の日）

キャリア相談

29 30
キャリア相談

31
休所日

業業職職 性性適適 ミミセセ ーーナナ
仕事選びに役立つ！仕事選びに役立つ！

3 月 19日3月 19日3月 19日3月 19日（月）　13：30～ 15：00（月）　13：30～ 15：00（月）　13：30～ 15：00（月）　13：30～ 15：00

申　込 さんだサポステへ
電話か来所で

※要事前予約 【3 月 15 日 （木） 17 時締切】

職場の人間関係を円滑にする職場の人間関係を円滑にする

3月 17日3月 17日3月 17日3月 17日（土）10：30～ 12：00（土）10：30～ 12：00（土）10：30～ 12：00（土）10：30～ 12：00

【場　所】 三田市総合文化センター （郷の音） 

　　　　　　　  会議室 3

【対　象】 以前サポステを利用し、

　　　　　　　　現在就労中の方 （39 歳まで）

【持ち物】 筆記用具　　　　【定　員】 8 名

コミュニケーションのコツコミュニケーションのコツ

※終了後、 30 分程度の相談を実施します （要事前予約）

チラシやブログも要チェック！




