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令和３年度号 

 

こんにちは。スタッフの宮田です。コロナ禍も 2 年目に入り『新しい生活様式』も見慣れた光景

になってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 

 

コロナのワクチン接種が始まりました。接種時期は市町村によって差があるようですが、早いと

ころでは若い世代の接種も始まっているようです。これをきっかけに少しずつ収束に向かってく

れるといいですね！ 

 

今年度から、しおじり若者サポートステーションのサテライトとして運営してきた「いな若者サ

ポートステーション」が飯田市に移転しました。それに伴い名称が「いいだ若者サポートステー

ション」に変わり、６月の開所に向け塩尻・飯田スタッフ総出で引越しが行われました。 

まずは、いなサポの荷物をトラックに積み込む作業。2F のオフィスから 1F のトラックへ何往

復もしました。階段を昇り降りするだけでも大変です。荷物を全て積み終えましたが、この時点

で既にヘロヘロ…。自分の体力のなさを痛感しました（汗） 

次は飯田の新しいオフィスに移動し、1F のトラックから 2F のオフィスに荷物を運びます。重

い物は何人かで協力して運びました。塩尻と飯田のスタッフが一緒に作業することは多くはない

ので、貴重な経験ができました。時間が経つにつれ疲れも出てきましたが、ケガなどもなく無事

に引っ越しを終えました。（引っ越し翌日は予想通りの筋肉痛でした） 

 

今年度も塩尻・飯田スタッフ一同、利用者の皆さんのサポートを一生懸命行っていきますので、

どうぞよろしくお願いいたします！ 

宮田 翔太 

 

 ・🏠・ ・🏠・ ・ 🏠 サテライト移転のお知らせ 🏠 ・ ・🏠・ ・🏠・  

しおじりサポステの南信拠点（サテライト）として、飯田市に「いいだサポステ」が出来ました。 

令和 3年 6月 5日から開所しております。開所日時は火・木・土 10：00～17：30 となります。 

〒395-0044 長野県飯田市本町 1-12 中村ビル 2Ｆ  ＴＥＬ：0265-49-3150 

※令和 3年 5月まで行っていた「いなサポステ」が「いいだサポステ」に転居した形です。 

いなサポステをご利用いただいていた皆様は、伊那市や近隣での出張相談をご活用ください。 

詳しくは「いいだサポステ」にお問い合わせください。 

特定非営利活動法人ジョイフル  

〒399-0706 塩尻市広丘原新田 282－2 

電話＆FAX：0263-51-9088 

E メール： joyful@taupe.plala.or.jp 

HP：https://npo-joyful.com/ 

編集：長島 
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🎀 新しい仲間の紹介 🎀 
 

☘ いいだサテライトの開所からお世話になっています、増田綾子（ますだあやこ）です。 

飯田生まれ、飯田育ちで、生粋の飯田人です。飯田弁で言うと「ずーっと飯田に住んどるもんで、

根っからの飯田人なんだに」という感じですね。 

いいだサポは、市のシンボルである『りんご並木』通りにあり、街中でありながら、建物の周

りに緑が多く、とても気持ちよく通勤しています。 

仕事や働くことについては、私自身、最初の就職活動から迷い、何度か転職もし、ずっとここ

に勤めたい、と思っていた会社をパワハラで辞めることになったり、結婚や出産で家に入ってい

た時期もあったので、その度に、「自分はどんな職場で、どんな働き方なら納得できるのか」と

考えてきました。 

そこで、仕事や働くことに悩みを持つ人、これからどんな働き方をしたいか考えていきたい人

の支援ができれば、と、日常的にカウンセリングや研修講師などをお請けしていますが、硬い顔

をして入ってきた相談者さんが、帰るときにちょっと明るい顔になっていると、お役に立てたの

かな、と嬉しくなります。 

 サポに来られる相談者の皆さんに寄り添って、少しでも前に進むお手伝いができれば、と思っ

ています。 

 

☘ はじめまして、6 月よりいいだ若者サポートステーションでお世話になっております中島和

子と申します。皆様よろしくお願いいたします。 

キャリアコンサルタントの資格を取得後、学校職員・専門学校講師などをしておりましたが、

もっとしっかり寄り添える支援に携わりたい気持ちが強かったため、仲間に入れていただきまし

た。 

趣味は、食べること、寝ること、家族と過ごすことですが、子供の成長とともにソロ活が増え

てきました。 

また、5 年前から、趣味でフラワーアレンジメント教室を開催しています。特に、プリザーブ

ドフラワーとガラス製品を組み合わせて、繊細な作品を作ることが大好きです。 

マイペースで完全インドア派ですが、心はオープンに、すべての人が well-being な社会の実

現を目指して、日々前進していきたいです。 

 

☘ 皆さん、はじめまして。5 月から塩尻のスタッフとしてお世話になっている池田真木子（い

けだまきこ）です。安曇野市出身です。ずっと専業主婦だったので、ここでのお仕事は約 10 年

ぶりの社会復帰になります。 

趣味はサッカー観戦で、毎年、選手の移籍の時期が来ると松本山雅の選手の移籍情報をドキド

キしながら見守っています。 

結婚後に通信制の大学と大学院を出て臨床心理士になりましたが、高校を卒業してすぐに進学

した人たちと比べると 20 年も遠回りしたことになります。残念ながら華やかなキャンパスライ

フとは無縁でしたが、人生は沢山の選択や回り道を繰り返して、若い頃には考えもしなかったこ

とが起こるのだなと驚いています。 

ジョイフルでは主に、中信子ども・若者サポートネットの事務局の仕事を担当しています。皆

さんとは、居場所 MINI や朝活等でお会いできると思います。 

まだまだ覚えることばかりですが、皆さんと過ごす時間を大切にし、微力ながら皆さんのお役に

立ちたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 
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＊＊ 2020年度（令和 2年度）事業報告書 ＊＊ 
令和 2 年度、利用して下さる若者たちとご家族、協力機関、関係

機関の皆様、行政担当の方々、賛助会員の皆様のご協力をいただき

ましてありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。 

簡単ではございますが、令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日までの集計数値を

報告させていただきます。 

 

・活動支援事業（居場所事業）   
塩尻市委託の市内不登校児童生徒の相談    のべ支援回数 53回 

子ども・若者サポートネットにて一部実施   のべ実施回数 22回 

・自立支援事業（トレーニング事業部）  
一般企業 4社にて実施  のべ人数 166人 

・地域若者サポートステーション事業（長野労働局委託事業）しおじり・いな（サテライト） 
相談件数 3051件  新規登録 126 件  就職者数 63件  講座実施数 512回   

職場体験 109人日 実施企業のべ７社 

・ＣＴ開発事業部   
販売個数 「言わせ種～もし・もしもシリーズ～」28個   

・長野県中信子ども・若者支援地域協議会（大北・木曽を含む中信） 
  ケース検討会議 71回  総相談者実数 84件  居場所参加のべ人数 50人 

・若年者就業サポート委託事業（塩尻市委託事業） 
相談のべ人数 374人  進路決定者 24人  保護者相談 141 件  講座参加のべ人数 437人  

就労トレーニングのべ人数 166人  職場見学参加のべ人数 83人 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌷🌷 ＫＹコラム５２ 🌷🌷 

多くの人は言語でコミュニケーションを図っているわけですが、その際よくハマる落とし穴がありま

す。「そういうつもりで言ったわけでは無い」とか「私が思っていることと違う」とか。同じ単語であっ

てもその単語の意味合いが異なる事がよくあります。ご相談を受けている時にも、これは私の思

っている意味合いと違う意味かな？と感じる事がよくあります。私は、ご相談者がどういう意図で

その言葉を使っているのかという事や、その方が使う語録や語彙を知ることがとても好きです。

そして、私とは違うその人らしい言葉の使い方や言葉の意味や新しい発見は、言葉の持つ可能

性を広げてくれると共に、言語に頼るコミュニケーションの難しさを感じます。分かりやすく多くの

人に伝わる言葉で話す、という事の難しさを 40代にしてより痛感しつつ同時に楽しさも感じてお

ります。（組長） 
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＊＊ 2021年度（令和 3年度）事業予定 ＊＊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業についてのご案内 

1．活動支援事業 
不登校児童・生徒への家庭訪問や相談等を有料で行っています。そのほか、ご本人、ご家族、

先生などからの相談を随時受け付けています。(相談員派遣事業) 

また、子ども・若者サポートネット（長野県委託）においても相談や活動支援の場所があります。                

【詳しくはお問合せください】 

令和３年 12月にジョイフル主催のクリスマス会を予定しています。（状況により 

中止になる可能性もあります）詳細が決まり次第ホームページなどでお伝えします！ 

 

2．自立支援事業 

『PEPORT（ぺポート）』という名称で就労等に向けた「トレーニング」を行っています。社外

の委託清掃、維持管理が体験先です。オーダーメイドで就労トレーニングを受ける事が出来ます。

そのほか、就労に向けての基礎的なスキルやコミュニケーションを学び、個々の目標に合わせて、

社会へ出るための準備をサポートしています。 

『PEPORT（ぺポート）』は、Ⅰ型・Ⅱ型とある、有料支援プログラムです。 

サポートを受けながら働くとはどんなことなのか？皆様の疑問に直接お答えでき

る機会にしたいと思います。納得してから始められます。             

 

Ⅰ型…働きたい気持ちはあるが不安だ、怖い、動けない、どうしたらいいかわからないという人が、

社会に出る一歩手前の社会現場で訓練することで、「いつか働けるようになる」ことをめざすプラン

です。（訓練費用自己負担） 

Ⅱ型…NPO 法人ジョイフルに雇用され、アルバイトスタッフとして働きます。自立支援担当のス

タッフと共に働き賃金をもらいます。賃金をもらって働くことを「体験ではなく、実際にやってみる」

プランです。家族のご協力が必要になります。 

・月 2回程度の説明会と個別説明も出来ます。説明会の日程はお問合せください。 

 

1.  活動支援事業（居場所事業） 

2.  自立支援事業（トレーニング事業部） 

3.  サポートステーション事業（長野労働局委託事業） 

4.  CT 開発事業部（コミュニケーションツール） 

5.  中信子ども・若者サポートネット事業（関係機関、支援者のためのネットワーク・ 

居場所・困難を有する方の相談窓口） 

6.  若年者就業サポート委託業務（塩尻市委託事業） 

7.  地域発元気づくり支援金（長野県） 
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電話：0263-54-6155 FAX:0263-87-1375 

ＨＰ：https://shiosapo.jpn.org/ 

3．サポートステーション事業 

ニート・引きこもり等の若者を地域で、継続的かつ包括的に

支援する『地域若者サポートステーション』(長野労働局委

託)を、2021 年度も受託しました。しおじりサポ・いいだサポの 2 か所で運営をしてまいります。

若年者の就労をサポートする自立支援事業です。 

対象年齢は 15 歳～49 歳です。ハローワークと連携をし、若者一人一人に向き合いながらサポー

トしてまいります。これからも、ひとりでも多くの若者が自立・自律し、社会で活躍できるため

支援を実施してまいります。 

働くことに不安や心配があって自信がない／コミュニケーションに不安がある／これからどうすればいいか

分からない／ひきこもりやブランクがあっても大丈夫か不安…などお悩みの方は、それぞれのサポステへ

お問い合わせください。各種プログラムの説明会等の日程などもお問合せください 

 

 

サポステ出張相談のご案内 

🍇 伊 那 出張相談 🍇 

〇 開催日時：月２回 （第 2、第 4土曜日の午後） 

〇 対象者  ：１５歳から４９歳までの就労中ではない若者と保護者など 

〇 会  場 ：いなっせ 

〇 お問い合わせ ：いいだ若者サポートステーシ開所日：火・木・土曜日 10：00～17：30   

TEL：0265-49-3150 

🍇 駒ヶ根 出張相談 🍇 
〇 開催日時：毎月（第 2火曜日の午後） 

〇 対象者  ：１５歳から４９歳までの就労中ではない若者と保護者など 

〇 会  場 ：駒ヶ根駅前ビル「アルパ」３Ｆ 小会議室 

〇 お問い合わせ ：いいだ若者サポートステーシ開所日：火・木・土曜日 10：00～17：30   

TEL：0265-49-3150 

🍇 安曇野 出張相談 🍇 

〇 開催日 ：毎月第４火曜日（2021年 11月と 12月のみ第３火曜日） 

〇 時  間 ：１０：００～１５：００ （ 完全予約制 1組 50分程度） 

〇 対象者 ：１５歳から４９歳までの就労中ではない若者と保護者など 

〇 会  場 ：安曇野市役所  

〇 お問い合わせ ：しおじり若者サポートステーシ  TEL：０２６３－５４－６１５５ 

※関係機関の皆様や保健師さん、家庭児童相談員の方とのケース検討やご相談・ご説明も 
できますのでお声がけください。 

 

❀サポートステーションでは、ブランクのある方や就労経験のない方、働くことに不安のあ

る方向けのプログラムとして「ステップアップ就労プログラム」と「職場体験」を実施して

いますので、ご紹介します。 
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3.サポートステーション事業つづき 

【 就労トレーニング「ステップアップ就労プログラム」 】   

☑本格的な就労の前に、働くことに慣れたい 

☑朝活の次のステップとして活動したい 

☑体力、人間関係、通えるか・・・等、何もかもが不安 

☑就労経験がない、浅い 

⇒このプログラムは、実際の職場での仕事体験を含む６週間程度のカリキュラムのあるプロ

グラムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 職場体験 】 

☑ サポステでいろいろ活動してみたが、本格的な就労にはまだ不安がある。 

☑ 働きたい職種があり、実際の職場で体験してみたい。 

☑ ＳＰの次のステップとして活動したい… 

この事業は、就労（雇用）に不安や心配があり、応募をすることにためらっているものの、

就労したい気持ちのある若者に対し、一般企業において、一定期間の就労体験を行い、そこ

で就労（雇用）につなげていけるように体験していく事業です。 
 

多くの体験者は開始当初、不安や心配を抱えつつ行っていますが、プログラムに参加し、体

験期間終了後には確実に自信をつけて、就職や求職活動を積極的にできるようになっていま

す。 

受け入れ先企業の声  

☆とても意欲的でまじめにやってくれていた 

☆非常に前向きで努力していて良かった 

☆素直に取り組んでくれた 

☆1つ 1つ丁寧で大変助かった 

☆与えられた業務に進んで従事する姿勢が好印象 

 

2017年度からの累積体験先企業様は 35社です。ご協力ありがとうございます。 

☆実習（作業） 

 スタッフと一緒に一般企

業の職場に行き作業をしま

す。  

清掃、施設管理などの作業

です。 

 火・木・土曜日の週３日×

３週間行います。 

☆講座（座学） 

 実習が無い日に、応募書類

作成や、マナー講座などの

講座に参加します。 

 就活や職場で必要な知

識・スキルを身につけるこ

とができます。 

☆相談・就活 

 スタッフと相談し自己理

解を深めます。 

 キャリアコンサルタント

や仲間と一緒に自分に合う

職種・働き方等を探し、条

件に合う仕事があれば応募

します。 
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3.サポートステーション事業つづき（職場体験） 

 

職場体験では、受け入れ企業さんの職場で、 

週 20時間・1時間以上（最長 3か月）の職場体験・訓練を

行います。（この期間は雇用ではなく、給与の支払いはありま

せん） 

 

期間中、サポステのスタッフは一緒に企業で作業をすること

はありませんが、定期的な企業訪問、定期相談、3者面談、定

時連絡等で常にサポートします。 

体験先の企業は、本人が希望する職種・会社を選び、「働いてみたい」という企業を一緒

に探します。体験終了後、体験した本人の「この企業で働きたい」という意志と、企業さん

の「雇用しても良い」という意志を確認し、本人の希望と、雇用する側の企業さんの条件が

そろえば「雇用」となります。 

参加者の真面目さや一生懸命な態度等が重宝され、仕事ぶりはお褒めの言葉がとても多く、

参加者の今の頑張りを評価いただけています。 

 

注）職場体験に参加したからといって、必ずその企業さんに雇用されるわけではありません。 

 

■ステップアップ就労プログラム＆職体 参加者の声 ■（）内は就労先業種名 

20代 男性：自分から職場へ面接に行くのが恐くて行動につながらなかったが 

職場体験をすることでそこで働くイメージが持てて自信がつき、就職につながった 

ので良かった。職体参加（製造） 

 

30代 男性：生活リズムもでき、体力も大丈夫と思えるようになったのでやってよかった。自
信がついたので、雇ってもらえたら頑張れるかもしれない。ＳＰ参加 

 
３0代 女性：長時間働くことが初めてだったので不安な気持ちがあったが、やってみたら自分
もいろいろ対応できることがわかって自信になった。体験をすることで職場の雰囲気など求人票
だけでは分からないことが知れてよかった。職体参加（事務） 
 
20代 男性：体験していくうちに、仕事や人に少しずつ慣れ働くことに対する不安や心配が和
らいだ。仕事をするにあたって大事なことがいろいろ学べた為参加してよかった。 
ＳＰ・職体参加（サービス業） 

 
30代 男性：自分 1人では就職に向けての面接や資料作成はできなかったし、生活リズムやコ
ミュニケーション力の改善になった。ＳＰ・職体参加（製造） 
 
３0代 女性：普段経験できない事を体験できてよかった。トレーニングを通して自分のできる
ことできないことが分かったので今後の仕事を選ぶときの参考にしたい。ＳＰ参加 
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4．CT 開発事業（コミュニケーションツール） 
コミュニケーションカードゲームを製作＆販売しています。 

このカードは、支援の現場で私たちが開発したカードゲームで、 

初対面でも自然に会話が弾むカードゲームです。 

年齢・タイプを問わず、様々な集まりや懇談会、情報交換の場や話し合いの場などで使えます。 

病院のデイケア、若年者支援の現場、様々な親の会や自助グループ、子育てグループ、ＮＰＯ、

新人社員研修、学校、家庭などで使っていただいています。 

令和 2 年度作成した、小学校低学年から遊べる『もし・もしもシリーズ』に加え、以前販売して

いた『言わせ種』をリニューアルした新しい物を近日販売する予定です。カードの質問内容は概

ね 12 歳以上が対象となっていますがどなたでも楽しめます。お申込み・お問合せはジョイフル

スタッフまでお願い致します。 

🌱『もし・もしもシリーズ』 3,900 円（税込み） 

・カードの質問に対する自分の答えを相手に伝えようとすることで「伝える力」を、 

質問して相手の情報を得ようとすることで「受け取る力」をそれぞれ養うことがで

きます。 

🌱『言わせ種』 3,900 円（税込み） 

・コミュニケーション以外にも、アイスブレイクなどに使うことができます。 

少人数から大人数まで多様なシーンで何回でも楽しんでいただけます。 

 

5．中信子ども・若者サポートネット 

困難を有する子ども・若者の為の支援事業で、支援者同士のネットワークとしての協議会を設置

する、長野県委託事業です。支援者のためのネットワークや、各ご家庭からのご相談（ニート・

引きこもり・不登校・発達障害・中退・虐待・ネグレクト・貧困等）にも対応させていただくこ

とができます。 

活動支援の場所として『みんなの居場所 MINI』を開設し各地で開催している他、大北出張相談

も行っております。また、８月からは野外で行う部活動『ミニプラ部』がスタートします。 

★『 みんなの居場所 MINI

ミニ

 』 MINNA  NO  IBASHO 

🎈 見に(ＭＩＮＩ)来てね 🎈 ここから社会に出る準備を始めよう！！ 

家にずっといるけれど…。そろそろ外に出てみようかな…。そんな気持ちが芽生えたらとりあえず来てみ

ませんか。ゲームをしたり読書をしたり、みんなが安心して過ごせる居場所です。イベントも開催します。 

内容は会場ごと異なりますのでお問い合わせください。基本的には 15歳以上の方が対象の講座です

が、どなたでも利用可能。事前申し込みが必要です。開催場所は、7 月現在、塩尻・松本・大北会場

です。（コロナウィルスの感染状況により内容など変更や中止になる場合があります。） 
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5.中信子ども若者サポートネットつづき 

【塩尻会場】 

開 催 日：毎月 1～2回 

時   間：13時～15時 

会   場：塩尻市広丘原新田 282-2 ＮＰＯ法人ジョイフル内 または 

塩尻市広丘野村 2069-1 塩尻市北部交流センター『えんてらす』 

 

【松本会場】 
開 催 日：毎月 1回 

時   間：13時～15時 

会   場：松本市中央 1丁目 10-25ＵＤビル 3Ｆ  新保人間塾 

 

【大北会場】 
開 催 日：毎月第 3金曜日 

時   間：13時～15時 

会   場：北安曇郡松川村 84-1  松川村多目的交流センター『すずの音ホール』 

 

★子ども・若者向け大北出張相談 

引きこもり・ニート・進路、仕事への不安・不登校・いじめ・虐待などご本人はもちろん、ご家族の方の相

談も可能です。１日４組までの予約制となります。開催前日までにお電話にて予約をお願いしま

す。 

開 催 日：毎月 1回 

時   間：10時～15時 

会   場：北安曇郡松川村 84-1 松川村多目的交流センター『すずの音ホール』2Ｆ研修室 

 

★ミニプラ部（ＭＩＮＩ＋
プラス

） 

社会見学やボランティア活動を行います。活動日は毎月 10 日。10 日が土・日・祝日の場合は活動

はありません。参加には予約が必要です。内容や会場は毎月変わりますので詳しくはお問い合わせく

ださい。 

☆お問い合わせ先（全共通です）☆ 

長野県中信子ども・若者サポートネット   ＴＥＬ：0263-50-5810 

開催日時：月～金曜日 8：30～17：30（土・日・祝日休み） 

 

6．若年者就業サポート委託事業について 

塩尻市内在住および塩尻市内事業所勤務を希望する若年者対象の事業です。（塩尻市委託）相談

やスキルアップ講座（パソコン・マナー・コミュニケーション）、就労トレーニングを実施して

います。 
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7．地域発元気づくり支援金事業について 

事業名：若年者及び就職氷河期世代への職業能力開発プログラム 

パソコンの資格を取得する講座、パソコンの学習の機会の提供、フォークリフト運転技能や防

火・防災管理など資格取得を目指す試験機会の提供を行い、サポステなどへの就労機関へとつな

ぎ就労を目指すための事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ジョイフル関連のＨＰのご案内】 

・ジョイフル HP https://npo-joyful.com/ 

・サポートステーションＨＰ https://shiosapo.jpn.org／ 

 

★ ジョイフルの活動を応援してください！ 

いつもご支援賜りありがとうございます。ジョイフルは主に、委託事業・寄付・賛助に

よって支援活動を行っております。法人としての運営は大変厳しい状態です。 

活動維持のために皆様のご協力をお願い頂きたく、ご寄付または賛助会員への登録をお

願い致します。会員は 4 月から翌 3 月（年度末）までの期間で 1 年ごとの更新となりま

す。 

賛助会員になるとご相談や利用料の割引があります。ご寄付の場合は善意の金額で構い

ません。 

【令和 2 年度賛助会員（新規・更新） ・ご寄付など】 

◦賛助  ・個人会員 2 口  ・団体会員 0 口 

◦寄付  ・個人 2  ・団体 0 

※ご支援くださった皆様に紙面を借りて御礼申し上げます。有難うございました。 

（会員のお名前に関しては個人情報保護法及びプライバシー等の配慮により掲載をしておりません） 

◎賛助会員 ・個人会費 年間￥3,000（一口）・法人会費 年間￥30,000 

◎寄附 ・善意の金額 

★ 八十二銀行 塩尻支店（４３３）  （普）７４２８６１ 

★ 郵便振替  １１１２０－２８７９９８０１ 

【名義人 ： 特定非営利活動法人ジョイフル】 

 

 

https://shiosapo.jpn.org／

