
子育て世代の 参加無料

対象者
未就業中の子育て世代の方in佐賀

★企業紹介コーナー★ 🕑10:00～15:00

【同時開催】

★就活お役立ちワークショップ★
🕑13:10～13:50 / 14:00～14:40

★ふくしのお仕事コーナー

「働きたいけん!」参加者募集中
40名

募集
人数＼働きたいけん(体験)とは、約1か月間の就業体験で、

自分にあった働き方を見つけるプログラムです。

「ブランクがあるから不安だな…」という方、ためしに１か月間働いてみませんか？

佐賀・鳥栖地区にて 働きたいけん 参加者募集中

★ 働きたいけんの流れ ★

1.申し込み

佐賀電算センター
(受託事業者)へ
申し込みます

2.面談

就業体験にあたり
あなたの希望を
ヒアリングします

3.体験先決定

希望をもとに
マッチングを行い
体験先を決定

4.働きたいけん

スタート！
企業での就業体験と
集合研修に参加して
不安意識を解消！

▲就業体験前の集合研修で「パソコン」や「ビジネスマナー」も学び直せて安心！

ママ友同士の
参加もＯＫ!!

就活フェスタ会場にて
説明会開催！

武雄地区 ： 7/12(木) 森のリゾートホテル

唐津地区 ： 7/27(金) 唐津市文化体育館

鳥栖地区 ： 9/20(木) サンメッセ鳥栖

佐賀地区 ： 9/28(金) ガーデンテラス佐賀
（旧マリトピア）

★ 参加者の声★

・働きたいという思いが働こう!!に変わり、
就業体験で自信が持てました。

・再就職にあたっての心構えや、応募書類
の書き方・面接対策なども学べました。

★ 詳 し く は ウ ラ 面 を ご 覧 く だ さ い ★

株式会社 佐賀電算センター（受託事業者）
Facebookページ→

www.facebook.com/syukatsusaga

イベントの詳細情報は随時更新！お
問
い
合
せ Copyright ©  2018 Saga Prefecture. All Rights Reserved. 

／

無料託児サービスあり
（事前予約制）☎0952-34-1535

TEL:
FAX:
0952-34-1535
0952-34-1542

平成30年度「就活サポート・働きたいけん（体験）応援事業」（佐賀県 産業労働部 産業人材課 委託事業）

●担当： 陣内・山田

●E-mail：inst@sdcns.co.jp
●受付時間： 9：00～18：00

時間 10:00～15:00

金

ガーデンテラス佐賀場所

○中折経由鍋島駅行「新栄小前バス停」
より徒歩1分

○ 無料駐車場あり

佐賀市新栄東3-7-8

（旧：マリトピア）

子供を伸ばす大人とは？

「親力」で決まる子供の将来
お や り ょ く

講師 教育評論家親野 智可等
お や の ち か ら

氏

●準備がはかどるお片付けのコツ！ ●佐賀初！育休カフェ

●親子でハッピーコミュニケーション ●ライフマネー講座

後援：佐賀労働局

●服装自由
●入退場自由
●子ども連れＯＫ !
●ベビーカー入場ＯＫ !

🕑10:20～11:50特別講演会

就活フェスタ

●働きたいけん紹介
●キャリアカウンセラー相談

●在宅勤務情報 ほか

子育て世代の ●ご来場アンケート記入で

●企業スタンプラリー参加で

暮らしに役立つプレゼント！

佐賀県内の特産品 プレゼント！

※おみやげは数に限りがございます

●お子様連れの方

お菓子 プレゼント！

・就活のためのナチュラルメイク

🕑10:00～15:00

★リラックス＆リフレッシュコーナー

・癒しのハンドマッサージ

🕑13:00～15:00
●ハローワーク相談

●適職診断

メルマガ「親力で決まる子供の将来」

まぐまぐメルマガ大賞［教育・研究部門］

５年連続 第１位 ‼

子どもへの愛情が空回りしていませんか？
ほんの少しの発想の転換で、
あなたの子育ては劇的に変わります！



就活フェスタ
子育て世代の

子育て世代の 参加無料

「働きたいけん!」

※ まずは、４Ｆ受付 にお越しください。

託児室は２Ｆにあります。

★企業紹介コーナー★
子育て世代が働きやすい求人をお持ちの企業が参加するコーナーです。
企業ブースに足を運んで、担当者の方と直接お話をしてみましょう。
ブースを訪問するのが不安な方もご安心ください。「就活アテンダント」
が企業ブース訪問をサポートします。

企業をまわってシールを集めると
帰りにおみやげがもらえる

「企業スタンプラリー」を実施します!!

★就活お役立ちワークショップ★

★ふくしのお仕事コーナー★

★リラックス＆リフレッシュコーナー★

※就活メイクをご希望の方は、ご自分のメイク道具をお持ちください。

※各コーナーまで直接お越しください。

子育て世代の就活や、家庭と両立しながら働くためのスキルを学べる
ワークショップを多数ご用意しております。
両立のためのコツ、家族の協力を引き出すノウハウ…
就活への一歩を踏み出すポイントを経験豊かな講師と一緒に考えてみましょう！
自分らしく働くための準備をサポートします！

🕑13:10～13:50 / 14:00～14:40

🕑10:00～15:00

講師：エ.ラベルファイナンシャルプランナー事務所

※講師は都合により変更となる場合があります。

★ (就業体験)のご案内★

・お客様対応、電話対応 ・商品陳列、在庫確認等の補助
・パソコンを利用した事務処理 など

詳しい内容などについてはお気軽にお問い合わせください。

就活フェスタ イベントのご案内

子育て世代の

平成30年度「就活サポート・働きたいけん（体験）応援事業」

佐賀県社会福祉協議会がご案内する、保育士や福祉の人材就職相談
コーナーです。

久しぶりの就活で疲れたら、就活のためのナチュラルメイク・癒しの
ハンドマッサージコーナーでリフレッシュ！

ファイナンシャルプランナー 石橋 昌巳

（所要時間：約10分程度）

ワークショップは午前・午後
それぞれ2回開催しますので
どちらもご受講いただけます!!

子育て世代のためのライフマネー講座

・パソコン基礎 ・ビジネスマナー ・コミュニケーション
・ワークライフバランスセミナー など

株式会社 佐賀電算センター
Copyright ©  2018 Saga Prefecture. All Rights Reserved. 

就活サポート・働きたいけん（体験）応援事務局

対 象 ： 下記(1)(2)のいずれにも該当する方

(1)妊娠・出産または育児等で働いていない期間が1年以上ある未就労者で、
現在(高校就学前のお子様を)子育て中の方

(2)佐賀県内に居住し、佐賀県内での就職を希望しておられる方

募集人数 ： ４０名 ※応募者多数の場合は抽選

募集期間 ： 武雄・唐津地区 6/15(金)～8/17(金) 
佐賀・鳥栖地区 8/15(水)～10/19(金)

雇用期間 ： 武雄・唐津地区 9/5(水)～10/4(木)
佐賀・鳥栖地区 11/7(水)～12/5(水)

勤務時間 ： 10：00～16：00（派遣先企業との契約に準ずる）

休 日 ： 土日祝（派遣先企業との契約に準ずる）

給 与 ： 時給850円 通勤手当１日 100円（条件あり）

★募集概要・雇用条件★

＼佐賀・鳥栖地区にて 働きたいけん 参加者募集中／

★働きたいけんの内容★

約１か月間の就業体験のうち、15日間はOJT（職場内実習）、5日間は
OFF-JT（職場外実習）への参加となります。

「ブランクがあるから不安だな…」という方も
安心してご参加ください！

パソコン・ビジネスマナー

も学び直せて安心！

ＯＪＴ（職場内実習）の例

ＯＦＦ-ＪＴ（職場外実習）の例

ママ友同士の

参加もOK

🕑10:00～15:00

🕑13:00～15:00

in佐賀

＜予 定＞

＜予 定＞

TEL:
FAX:
0952-34-1535
0952-34-1542

準備がはかどるお片付けのコツ！

朝の支度をスムーズに！

講師：ライフオーガナイザー 甲斐 祐子

登園や通学準備、着替えしやすいお支度コーナーなどを
整えて、お子さんの「自分でできる」を増やしていけば、ママの負担が
減るとともに、子ども自身の成長にも繋がっていく。自立を促す片付け
術のポイントを考えていきます。

親子でハッピーコミュニケーション

ママも子どももハッピーに。

講師：キャリアコンサルタント 中島 亜衣

親子コミュニケーションがＨＡＰＰＹであるために、
子どものいいところ探しをしながら、子どもとの関わり方、
話の聞き方、心が近づく接し方等を、ワークを通して体感する
ワークショップを実施します。

佐賀初！育休カフェ
～私らしい家事・育児・仕事のバランスを見つけよう～

講師：育休後シニアアドバイザー 西平 睦美

「保育園、送り迎えの当番は誰？」「家事分担はどうする？」
家事や育児と仕事をどう両立させたらいいか悩むママの
ために、現状の見える化をしながら、気軽に話せる
情報交換会を開催します。

保険や貯蓄、子どもが成長していく過程でどれくらい
必要なのか…自分のライフプランを作成することによって、自分自身の
将来や家族・子育て・交友関係など子育て世代の女性が抱える「不安」
を払しょくする一助とします。安心の個別相談！

常時開催

【講師プロフィール】
1958年生まれ。本名 杉山 桂一。
長年の教師経験をもとにメールマガジン「親力で決まる子供の将来」を発行。具体的ですぐできるアイデア
が評判を呼び、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなど各メディアで絶賛される。読者4万5千人を超え、教育系メ
ルマガとして最大規模を誇る。著書『「叱らない」しつけ』（PHP文庫）を始め、ベストセラー多数。
人気漫画『ドラゴン桜』の指南役としても知られる。「楽しい子育て」・「叱らないしつけ」・「らくらく楽勉法」
などを提案し、全国の小・中・高等学校や幼稚園のPTAなどで年間80件以上の講演活動を行う。

★特別講演★ 🕑10:20～11:50

子供を伸ばす大人とは？

「親力」で決まる子供の将来
お や り ょ く

教育評論家講師
お や の ち か ら

親野 智可等氏

親が楽になれば、子供が幸せになれます。
まず、親が楽になって楽しく子育てする
ことが大切です。
そのための具体的な方法を伝授します。

予約不要


