はるサポたより

はるサポ☆人気プログラム

◆はるサポファーム農作業
（厚生労働省認定事業

毎週土曜日
1２月５、１２、１９日

火

通常相談・ホンキの就職④

２日

水

通常相談・PC 初心者入門

３日

木

通常相談・DVD 鑑賞会

４日

金

通常相談・働くって何だろう

５日

土

通常相談・農作業

６日

日

休館日

７日

月

休館日・マレットゴルフ場修繕作業

12 月 15 日（火）

1２月８日（火）、９日（水）

８日

火

通常相談・ポスティング

時間：13：00～16：00

※10,11 日（予備日）
時間：9 時半 集合 ～12 時頃解散

９日

水

通常相談・ポスティング・職業人講話

１０日

木

通常相談・HW 出張相談・心理カウンセリング・ホンキ
の就職①

１１日

金

通常相談・PC ワード・カードソート適職診断

１２日

土

通常相談・農作業・ストレス対応

１３日

日

休館日

１４日

月

休館日

１５日

火

通常相談・小牧出張相談・ホンキの就職②

1２月 10 日、24 日（木）

１６日

水

通常相談・内職市場

時間：10：00～16：00

１７日

木

通常相談・内職市場・
「ブラック企業を見極める」HW 見
学会

１８日

金

通常相談・内職市場・ホンキの就職③

１９日

土

通常相談・農作業・交流会（クリスマス・ジェルキャン
ドル作り －有料講座）

２０日

日

休館日

２１日

月

休館日

２２日

火

通常相談・コミュニケーションセミナー・一般常識

２３日

水

休館日 -天皇誕生日-

２４日

木

通常相談・HW 出張相談・心理カウンセリング・ホンキ
の就職④

２５日

金

通常相談・ビジネスマナー・PC エクセル

２６日

土

通常相談・墓地清掃（有償アルバイト体験）

２７日

日

冬期休暇（12/27～1/4）

２８日

月

↓

２９日

火

↓

３０日

水

↓

３1 日

木

↓

解散：12 時
汚れてもいい服装、靴、飲料水を持参して下さい。

就労体験
◆ポスティング

◆ハローワーク見学会

フリーペーパーをお届けする作業です。
みんなで一緒に楽しくやりましょう。

◆内職作業
1２月 1６日（水）、1７日（木）、１８日（金）

1２月１７日（木）
時間 13 時半～14 時半
はるサポ集合：13 時 解散：15 時頃
現地集合「可」です（無料駐車場あり）

2015 年 12 月号

１日

／高蔵寺駅南口：9 時 55 分

ステップ 1.2 誰でも参加できます。

特定非営利活動法人 ワーカーズコープ）

12 月 はるサポスケジュール

※12/26 の農作業は中止です。

はるサポ集合：9 時半

受託団体

時間：９時半 集合 ～13 時半頃解散
内職場内作業です。都合により日時変更、
及び中止する場合もあります。
中止の場合、はるサポ内での軽作業に切り替え
ます。

今回は「ブラック企業の見極め方」や
ハローワークでできること、どんな人が
助けてくれるかを知って、仕事探しに
役立てよう。

※従来のジョブトレは有償でしたが、プログラムの内容変更によって「無償」ジョブトレになっています。
うｙ

【お申込み・お問い合わせ】
春日井市中央通 1 丁目 88 番地 駅前第 3 共同ビル 4 階（ＪＲ中央線 春日井駅北口 徒歩すぐ）
春日井若者サポートステーション（受託団体：特定非営利活動法人ワーカーズコープ）
ＴＥＬ 0568-37-1583 ＦＡＸ 0568-37-1585
ＵＲＬ http://harusapo.roukyou.gr.jp Ｅﾒｰﾙ harusapo@roukyou.gr.jp

出張相談
◆小牧市役所
事前にご予約下さい！

場所：小牧市役所本庁舎
2 階・第２相談室

◆春日井ハローワーク
予約不要です！

場所：ハローワーク春日井
2 階会議室

◆心理カウンセリング
事前にご予約下さい！

1２月 1０日（木）
1２月 2４日（木）

時間：13：30～16：30
場所：はるサポ

1/5（火）より開所
気になることがあれば、
臨床心理士へ
相談してみよう！

◆

♪12 月のセミナー・イベントのお知らせ♪
参加申し込みは事前にスタッフと相談してください！
（事前予約制です）

ステップ 2 誰でも参加できます。

◆パソコン（PC）講座
12 月２日（水）初心者入門
12 月 11 日（金）ワード基礎
12 月 25 日（金）エクセル基礎
時間：10～12 時
仕事で使う基本機能を学習します。

ステップ 3.4 就職に向けて一歩踏み出した方対象

◆コミュニケーションセミナー

◆DVD 鑑賞会

◆職業人講話

12 月 22 日（火）

12 月３日（木）

12 月９日（水）

時間：10～12 時

時間：10～12 時

時間：13 時半～15 時半

コミュニケーションの〝ツール〟を使って
グループワークをします。
今月も！楽しめますよ。

DVD や動画を見て、聞いて感じたことを話し
ましょう。

イベント／交流会

◆カードソート適職診断

聞いてみよう！
社会にはどんな仕事があるの
だろう？そして、その経験で何
を得たのだろう？

ステップ 1.2
誰でも参加できます。

12 月 11 日（金）

◆ホンキの就職（全４回）

◆クリスマス・ジェルキャンドル作り
時間：14～16 時

12 月 10 日（木）、15 日（火）、

＆ゲーム（有料講座）

12 月 18 日（金）、24 日（木）

12 月 19 日（土）

時間：10～16 時（お昼をはさみます）

自分の適職ってなんだろう？
知りたい人は多いよね。

材料費：500 円

内容については、「自分を知る」「就職について」
「自己 PR」「志望動機」「応募」「面接練習」など。
４回完結！ かなり充実した内容になっています。

持ち物：割り箸 1 本、持ち帰り用の袋
世界に１つだけ！ オリジナルのクリスマス・
ジェルキャンドルを一緒に作りましょう。
固まる時間を利用し、カードゲームも行います。
きっと楽しい時間になりますよ～。
気楽な気持ちでご参加ください。

12 月 25 日（金）
時間：13～16 時
基本をしっかりおさえておこう！
どんなビジネスシーンでも安心の
実務的マナー講座。

時間：13 時半～15 時

（株）リクルートホールディングス提供のプログラム

◆ビジネスマナー

◆一般常識
12 月 22 日（火）
ステップ 2 誰でも参加できます。

時間：13～16 時
働くのに必要な一般常識。
あなたはどのくらい〝常識〟が分かっていますか？

◆ストレス対応
12 月 12 日（土）

ステップ 2 誰でも参加できます。
アルバイト体験

◆墓地清掃 –屋外清掃（有償ジョブトレ）
12 月 26 日（土）
時間：9 時半集合

※予備日

25 日（金）

～15 時半頃解散

（高蔵寺駅が近い方は、南口 9 時 55 分集合）

持ち物：汚れても良い服装/運動靴/着替え/軍手/弁当/水筒/印鑑
アルバイトを体験したい方は是非参加して下さい。申し込み詳細は支援員と相談してね！

※既に就労をされている方はご遠慮願います。

◆『働くって何だろう？』

12 月４日（金）
時間：13～16 時
自分にとって仕事って何？
お金をもらうこと以外にも大切なことがあるよ。

時間：1３時半～1６時
こんなとき、あんなとき、どういう対応をした
らいいんだろう？
ストレスと上手に付き合う、ストレスを上手に
回避する、そんな内容になっています。
ストレス社会には必見の講座です！

