就労準備型「のとよ―び」では、将来就労を目指す高校生に
対し、働くチカラをつけるトレーニングを行っています。働く

N

イメージを持ちながらトレーニングすることや楽しみながら学ぶ
ことはとても大切なことだと考えています。生徒の将来を一人ひと
りイメージしながら働くに繋がる支援をしていきます。
早い時期に働くイメージをつけ、「可能性」につながる「気づきスイッ

o
t
o

チ」を見つけていきましょう。実践・コミュニケーション・機能トレーニン
グを中心に毎日たくさんの生徒さんが頑張っています。

のとよーび・のとプレ

（就労準備型放課後等デイサービス・機能強化型放課後等デイサービス）

追いつめられた時には
追いつめられた時なりの
ギャグいうもんがあるんですわ。
人間、どんなに沈んでいても笑うんです。

★利用者募集中︕︕「Noto カレッジ モア」★
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NotoBeee（就労継続支援 B 型事業）

by 明石家さんま

私たち Noto カレッジが目指す「就労継続支援 B 型 /NotoBeee( ノトビー )」と
は、「単なる居場所」でも「終着の地」でもありません。「次を目指すためのひ
とつのステップ」と考え、利用される方たちには、「『はたらくためのチカラ』
を高めて、もっと社会で活躍するぞ︕」という気持ちをいつまでも持ち続
けられる、そんな事業所を目指します。具体的には、珈琲麻袋バック
制作業務 ( 麻袋の解体、洗い作業、型紙からの切り抜き、縫製など )
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・パソコンのデータ入力作業をお願いします。さらにスキルアップ
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SYOGAI をお持ちの方の
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ニーズに合った e ラーニングを受講することも可能です。

・今月のキャリアセンタープラスの今日この頃
Noto な講座」

・おっくうの独り言 !?
・Noto college 今月のイベント案内

体験・見学会
実施中！！

TEL 0584-77-7632 まで
お気軽にお問合せください。
Web
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プログラマー

デザイナー
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・今月の Noto 賞

〒503-0901 岐阜県大垣市高屋町 1-51 1F
JR 大垣駅南口より徒歩 3 分

集しています。随時見学も行っていますので、

Mail:info@notocolle.co.jp

ここでしか聞けない？

ザイン、Web プログラムができる利用者を募

７７

「丁寧な仕事は手先から！

ホームページより体験申し込み・資料請求可能。
http://www.notocolle.co.jp

現在ワークセンターでは事業拡大の為、Web デ
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Noto カレッジ・キャリアセンタープラス
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岐阜県大垣市高屋町一丁目五一

障害者の「はたらきたい」を支援する

TEL 0584-71-6117
http://www.notocolle.co.jp

SYUSYOKU を応援する

制作技術」など、「将来はこうなりたいんだ」という皆さんの

〒５０３

し

を図りたい方には、「ビジネスマナー」から「パソコン」「Web

｜

Noto Club

TEL 0584-71-6966

2016 年
9 月号

就労継続支援 B 型事業

NotoBeee

障がい者手帳をお持ちの方、難病の方、ひきこもりの方

日常生活
安定

じぶんを
知る

はたらくを
学ぶ

就職活動
準備

キャリアセンタープラス

( 就労移行支援事業所 )

9

放課後等デイサービス

私たち Noto カレッジは、誰もが持っている「気づきのスイッチ」を

就労継続支援 A 型事業

のとよーび
ワークセンター

月

カリキュラム情報

あなた自ら押すことができるためのお手伝いをします。キャリアセンタ
ープラスでは、基礎学力、社会人マナー、PC スキル、職場見学・体験など

9月

就職に向けた様々なカリキュラムをご用意しております。さらに就職活動に

ビンゴですよ～』

5 日（月） メモを取れ︕報告を上げよ︕学びの刻は今来たれり︕︕

を行って支援いたします。見学や体験は随時受け付けておりますので、お気軽に

9月

7 日（水） 【丁寧な仕事はいつも手先から】 ワークトレーニング

9月

9 日（金） まさかこんなことが起こるなんて !?

http://www.notocareerplus.com/

キャリアセンタープラス今日この頃︕
「丁寧な仕事は手先から
～手先を使った作業トレーニング～」

「ここでしか聞けない︖
Noto な講座」
キャリアセンタープラスでは、Noto グループの職員

会社はいつも摩訶不思議

～寸劇で学ぶ～

9月

12 日（月） EMS（Emotion Music&Sport）～音楽と運動を体感しよう～

9月

13 日（火）【お仕事体験】

9月

15 日（木）【ハローワークへ行こう】 未来がそこに詰まっている

9月

16 日（金） その電話に気を付けろ︕︕

～実践 PG

電話応対～

ちょっとしたところでの丁寧さ。

や卒業生、外部講師などを招いて「ここでしか聞けな

9月

20 日（火） 時間は止まらない︕時間管理と手帳の活用

見られていないようで、実は結構見られている。

い」様々な講座も実施しています。様々な職業のお話

9月

21 日（水） 素敵な笑顔に見惚れます︕～実践

9月

27 日（火）「もっと自分を好きになる」自分との信頼関係の創り方講座

9月

28 日（水）【必要書類は大丈夫】 履歴書、職務経歴書作成

細かいモノを扱う仕事ではもちろん、どんな仕事でも多かれ少なかれ、
「丁寧さ」が必要になってきます。
ハンコを押すなどなど…。
キャリアセンタープラスでは、そんな「丁寧さ」をトレーニング
できる「手先を使った作業トレーニング」というカリキュラム
を実施しています。
毎回、異なる内容で様々なトレーニングを繰り返していきます。

就労移行支援事業

『B1 グランプリ～安心してください
9月

お問い合せ下さい。

の

月

今

4 日（日） ハツラツ市イベント

対しては、面接指導や履歴書の書き方、また就活に対する悩みなども随時面談

資料を折りたたむ、ホッチキス止めをする、封筒に文字を書く、

キャリアセンタープラス

Noto カレッジ グループ

Noto カレッジキャリアセンタープラスは
安心してはたらくを目指せる居場所

No

賞
to

予想以上のできばえにビックリ︕︕

ワークトレーニングの授業で、
キャリアセンタープラスのみなさんが制作しました。

を聞くことはもちろん、障がいのある人のハタラクの
リアルも聴くことができるのが特徴です。今回は、
「ショウガイ × ハタラク × イキル＝︖」と言うテーマ

来客応対～

で、ほんの少しだけですが、キャリアセンタープラス
スタッフの中嶋がお話させていただきました。ほんの
少しでも、誰かの小さな何かのきっかけになってくれ
れば嬉しく思います。いろいろな方のお話を聞くこと
で、また一つ世界が広がります。

ゴールボール広げ TAI ︕
スタッフ
「おっくう」
の独り言～︕︖
まだまだ暑い日が続いています
ね～︕
皆様はお盆休みいかがお過ごし
でしたでしょうか︖
私は黒部ダムに行ってきました
～︕
前々から行きたいなぁと思って
いたので嬉しかったです︕
ゆったり過ごせる時間、とても
大切ですね～︕

普段はキャリアセンタープラスでコミュニケーションとグルー
プワークの授業を担当しているスタッフの AKATHUKI です。
実はゴールボールでパラリンピック金メダリスト！
ゴールボールでの出来事やイベントの情報発信していきます！

2016 ゴールボール日本選手権女子
予選大会
＜10 月 15・16 日 ( 土・日 )：
滋賀県：守山市民体育館＞

PHOTO

先月号で開催場所の名前に誤りがございました。誠に申し訳ありません。
正しくは今回記載させていただいてる会場になります。

