
サ ポ テ タ イ ム ス
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！

11 月号11月号

紅葉が一気に進み、 秋が深まってきましたね。 風邪などひかないよう体調に気を付けて就活を進めていきましょう。
さて、 今月号は、 『合同就職面接会』 を大特集！ 「地元で就職したい！」 という人必見！
メリット盛りだくさんの面接会に参加し、 早期就職を目指しましょう。

2018 年2018 年

合同就職面接会合同就職面接会へ行ってみよう！へ行ってみよう！

複数の事業所が集まり、各ブースで採用担当者が事業所の説明や

簡単な面接などを行います。その場で何社でも応募することが出来ます。

自分に向いている仕事って
何だろう？

まずは、個別相談で話してみよう！
利用者の声

合同就職面接会とは…

月刊月刊

さんだサポステをさんだサポステを
活用して活用して

価値観や興味、得意なことなどを改めて見直すことで、

自分の仕事選びのポイントを整理することが出来ました。

応募書類で自分のことを
しっかり伝えたい！

応募書類の添削で内容をチェックしよう！

書き方を工夫することで、自分の強みや長所などが

より伝わりやすくなりました。

自信を持って面接に
臨みたい！

面接対策で本番に備えよう！

本番を想定した対策のおかげで、面接当日は、緊張せずに

自分の思いをしっかりと伝えることが出来ました。

利用者の声

利用者の声

のの参参 加加 ポポ イイ ンン トト

①ホームページなどで参加企業をチェック！①ホームページなどで参加企業をチェック！

事前に面接を受けたい企業を

チェックしておくことで

当日スムーズに回れます。

②履歴書を複数枚用意しよう！②履歴書を複数枚用意しよう！

当日「履歴書が足りない！」

と慌てないためにも、履歴書

は複数枚用意しておこう！

③当日の服装 & 身だしなみを整えよう！③当日の服装 & 身だしなみを整えよう！

面接はあくまでも選考の場。

失礼のないようスーツで参加

しよう。

身だしなみも要チェック！

三田地域合同就職面接会三田地域合同就職面接会
日　時 12月 4日（火）12月 4日（火）

ス

場　所 三田市まちづくり協働センター　多目的ホール

主　催 ハローワーク三田、三田市

共　催 さんだサポステ、ひょうご・しごと情報広場、兵庫県社会福祉協議会

13:00 ～ 15:30（受付　12:30 ～ 15:00）

会場内で同時開催会場内で同時開催

気軽にブースへ

お立ち寄りください（予約不要）

さんだサポステ相談会さんだサポステ相談会

→→

→→

→→



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！

11 月の予定11 月の予定11 月の予定11 月の予定
水 木 金 土

20

17
休所日

13 14 15 16
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

21
出張キャリア相談
( キッピーモール )

22 23 24
休所日

申込・問合せはコチラへ(参加無料）↓

18
休所日

25
休所日

26
キャリア相談

27 28 29 30
キャリア相談

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 )

８ ９
キャリア相談

10
休所日

11
休所日

12
キャリア相談

19

４
休所日

５
キャリア相談

６ ７
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 )

出張キャリア相談
（川西市）

出張キャリア相談
（加東市）

３
休所日

２
キャリア相談

出張キャリア相談
（川西市）

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 パソコンスキルアップ講座

月 日

【対 象】39歳までの求職活動中で

　　　　 全日程参加出来る方

【日 程】11/26( 月 )、27( 火 )、29( 木 )、30( 金 )

【時 間】13：00～ 17：00

【会 場】三田市商工会館内

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パソコンスキルアップ講座

８日と 22日！８日と 22日！

就活ビギナーズプログラム

就活ビギナーズプログラム

1

（文化の日）
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 )

休所日
（勤労感謝の日）

就活ビギナーズプログラム
就職意識啓発セミナー

仕事でよく使用される文書を実際に作成しながら、就活や

職場で役立つ操作方法を身につけることを目指します。

Windows10、Office2016

サポステ卒業者MEETSサポステ卒業者MEETS

就職につながる！就職につながる！就職につながる！就職につながる！

12/1512/15（土）　10：00～ 12：00（土）　10：00～ 12：00

参加者
募集中

今月のオープンサポステは今月のオープンサポステは

火

キャリア相談

IT を活用した仕事とはIT を活用した仕事とはIT を活用した仕事とはIT を活用した仕事とは
プログラミングの仕組みに触れ、IT 系への仕事に就く

きっかけにしましょう。

【定 員】７名

【講 師】元 SE経験者

　　　　（キャリアコンサルタント）

【対 象】39歳までの求職活動中の方

　　　　（主に IT 系に興味がある方）

【会 場】さんだサポステ　相談室

【定 員】６名

11 月 19 日（月） 14:30 ～ 16:0011 月 19 日（月） 14:30 ～ 16:00

スキル不要・興味必要！
IT を活用した仕事とは

スキル不要 ・ 興味必要！




