
あけましておめでとうございます。 いよいよ新しい一年がスタートしましたね。
今年最初のサポステタイムスは、 「コロナ離職者向け就労支援プログラム」 を大特集︕
あけましておめでとうございます。 いよいよ新しい一年がスタートしましたね。
今年最初のサポステタイムスは、 「コロナ離職者向け就労支援プログラム」 を大特集︕

セミナー・個別相談会ともに　　　　　　です！みなさんの参加をお待ちしています。セミナー・個別相談会ともに　　　　　　です！みなさんの参加をお待ちしています。

< 個別相談会のご案内 ><個別相談会のご案内 ><個別相談会のご案内 ><個別相談会のご案内 >

セミナー終了後、専門相談員による個別相談会を行います。 【限定 4名 /各 30 分　要事前予約】

個別相談会のみの参加も受け付けています。 ご希望の方は、 お気軽にお問合せください。

参加無料参加無料参加無料参加無料

実施期間実施期間

ポ  ポ  スス テ  テ  タタ イ  イ  ス  ス  ササ ムム
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！月刊月刊

2022 年2022 年

1月号1月号

対象：コロナ禍での就職活動を行っている人対象：コロナ禍での就職活動を行っている人

内定取り消し等により就業機会を失った人内定取り消し等により就業機会を失った人

解雇や雇止め等離職を余儀なくされた人解雇や雇止め等離職を余儀なくされた人

就業する機会を失っている人、

就職が困難になっている人

就業する機会を失っている人、

就職が困難になっている人

コロナ禍で将来が
不安だなぁ。
コロナ禍で将来が
不安だなぁ。

再就職も厳しそう…
再就職も厳しそう…

そんなあなたは…そんなあなたは…

がオススメ！がオススメ！

・ 面接で自己 PR しやすくなるための・ 面接で自己 PR しやすくなるための

・ ミスマッチを防ぐための・ ミスマッチを防ぐための

プログラム内容プログラム内容

・ ビデオで振り返る・ ビデオで振り返る

etc.etc.

セミナーセミナー

＋＋ 交通費交通費給与給与

支給 （30 日間）支給 （30 日間）

15 万円15万円15万円15万円のの

さらにさらに 安心して就活に
取り組めるよう
給与＋交通費支給！

安心して就活に
取り組めるよう
給与＋交通費支給！

グループワークグループワーク

他の人の意見を聞くことで
新しい視点に気づける！
仲間との情報共有も！

他の人の意見を聞くことで
新しい視点に気づける！
仲間との情報共有も！

キャリアカウンセリングキャリアカウンセリング

悩んだらすぐ専門家に
相談できるから安心！
悩んだらすぐ専門家に
相談できるから安心！

参加には、
　　　　　　　　　 が必要です。
まずは、 右記窓口まで
お気軽にお問合せ下さいね！

参加には、
　　　　　　　　　 が必要です。
まずは、 右記窓口まで
お気軽にお問合せ下さいね！

３０日間、 １５万円の給与支給を受けながら、 就活に役立つ

スキルを身につける実践的な研修に参加し、 その後はキャリア

コンサルタントの専門的なサポートを受けながら、 ３か月間で

兵庫県内企業への安定就労を目指す全４か月のプログラムです。

どんなプログラム？どんなプログラム？

プログラム参加のメリットプログラム参加のメリット

15万円の給与＋交通費支給（30日間）15 万円の給与＋交通費支給（30日間）

就職活動のノウハウが身につく就職活動のノウハウが身につく

就活に取り組む仲間と出会える就活に取り組む仲間と出会える

専門家からアドバイスが受けられる専門家からアドバイスが受けられる

11

22

33

44

第 3 期：第 3 期：

勤務時間勤務時間 9:15 ～ 17:00（うち休憩 45 分） ※実働 7 時間9:15 ～ 17:00（うち休憩 45 分） ※実働 7 時間

休　　日休　　日 第 3 月曜、土曜、日曜、祝日第 3 月曜、土曜、日曜、祝日

給　　与給　　与 150,000 円　※遅刻・早退・欠勤時は時給換算をして控除150,000 円　※遅刻・早退・欠勤時は時給換算をして控除

通勤手当通勤手当

残　　業残　　業 なしなし

雇用形態雇用形態 事業限定職員事業限定職員

社会保険社会保険 加入なし（労災保険のみ加入）加入なし（労災保険のみ加入）

お問い合わせお問い合わせ

一般社団法人キャリアエール一般社団法人キャリアエール
（受付：こうべ若者サポートステーション）（受付：こうべ若者サポートステーション）

078-335-5630078-335-5630078-335-5630078-335-5630

コロナ離職者向け就労支援プログラムコロナ離職者向け就労支援プログラムコロナ離職者向け就労支援プログラムコロナ離職者向け就労支援プログラム
兵庫県委託事業兵庫県委託事業

３０日間でブラッシュアップ！３０日間でブラッシュアップ！

就労支援プログラム就労支援プログラム就労支援プログラム就労支援プログラム

コロナ離職者向けコロナ離職者向けコロナ離職者向けコロナ離職者向け

説明会への参加説明会への参加

令和 4 年 1 月 27 日（木）～令和 4 年 1 月 27 日（木）～

詳細は

こちら

詳細は

こちら
仕事理解仕事理解仕事理解仕事理解

面接シミュレーション面接シミュレーション面接シミュレーション面接シミュレーション

自己分析自己分析自己分析自己分析

規定により実費支給規定により実費支給

令和 4 年 2 月 25 日（金）令和 4 年 2 月 25 日（金）



5 8
休所日

6 7
キャリア相談

9
休所日

10 11 12
出張キャリア相談
( キッピーモール )

15
休所日

13 14 16
休所日

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

水 木 金 土月 日

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

働きたい15～49歳までの無業の方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！

https://career-yell.jp/sanda/

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：一般社団法人 キャリアエール [厚生労働省事業]

次号もお楽しみに！

さんだ若者サポートステーション
申込・問合せはコチラへ↓（参加無料）

場　所 社福祉センター ２階会議室

三田市外でも三田市外でも三田市外でも三田市外でも 出張相談出張相談出張相談出張相談 実施中！実施中！実施中！実施中！

≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫

実施日 毎月第３金曜日

場　所 サンライフ三木 １階

≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫

実施日 毎月第３火曜日

場　所 篠山市民センター 研修室①

≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫

実施日 毎月第４火曜日

 ※時間は、 13 ： 00 ～、 14 ： 00 ～、 15 ： 00 ～の

　　3 枠で、 1 回 50 分です

火

※セミナーや相談の予定は、状況により変更となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染状況により変更となる場合があります。あらかじめ事前にサポステまでお問い合わせください。

キャリア相談

17 18 19
出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談
出張キャリア相談

（三木市）

オンラインサポステ説明会

22
休所日

20 21
キャリア相談

23
休所日

24 25
キャリア相談

26
出張キャリア相談
( キッピーモール )

27 29
休所日

28
キャリア相談

30
休所日

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）

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）

オープンサポステ（午前）

キャリア相談

今月のオープンサポステは、今月のオープンサポステは、13 日（木）と 27 日（木）︕13 日（木）と 27 日（木）︕

31
キャリア相談

出張キャリア相談
（加東市）

出張キャリア相談
( キッピーモール )

年始は年始は

1/5 （水）1/5 （水）

1 月の予定1 月の予定1 月の予定1 月の予定

休所日
（成人の日）

から開所します！から開所します！

出張キャリア相談
（丹波篠山市）

キャリア相談
オンラインサポステ説明会
パソコンスキルアップ講座

【対象】49 歳までの求職活動中（無業状態）の方で全日程参加できる方　　【時間】13：00 ～ 17：00

【会場】三田市商工会館内　　　【定員】7名　　　【持ち物】筆記用具、USB メモリー　

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就職につながる！就職につながる！
Word・Excel コース（PC 入門・Word 基礎・Excel 基礎）Word・Excel コース（PC 入門・Word 基礎・Excel 基礎）《基礎編》《基礎編》

Windows の基本的な使い方や、Word、Excel の基礎を 3日間の講座で学びます。
仕事でよく利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付けることを目指します。

1/28（金）、２/1（火）、2/4（金） 1/28（金）、２/1（火）、2/4（金） 【申込締切】

 1/26（水）17：001 月開講1 月開講

Excel 活用コース（Excel 基礎・Excel 活用）Excel 活用コース（Excel 基礎・Excel 活用）《活用編》《活用編》
関数とピボットテーブルを中心とした、より実践的な内容を短時間でマスターすることを目指します。

2/8（火）、　  2/15（火）2/8（火）、　  2/15（火） 【申込締切】

 2/4（金）17：002 月開講2 月開講

好評につき
追加開催決定！
好評につき
追加開催決定！

1/14（金）、28（金）10︓30 ～（30 分程度）1/14（金）、28（金）10︓30 ～（30 分程度）
QR コードを読み込むと
申込み専用ページが

開きます

オンラインサポステ説明会オンラインサポステ説明会


