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早いもので４年目に入りました。 ＝ゆめわーく須坂＝
須坂市就業支援センター「ゆめわーく須坂」も早いもので、５
月２日で開設から４年目にはいりました。開設から先月末までに
３４７名の方々のご利用をいただき、延べ人数にいたしますと８
００名を超える皆さんといろいろなお話をしてまいりました。そ
のうち少なくても１００名近くの皆さんは、何らかの形で仕事に
就くことができました。この経験の中から気が付いたことは、諦
めなければ必ず仕事が見つかるということです。それには１年以
上日数を要することもありますが、諦めずに自分の条件を見直し
自分のスキルを高めることに努力をすれば、仕事を見つけること
は可能だと思っています。

休日就業相談をご利用ください。
ゆめわーく須坂の開設２年目から毎月１回休日の午後

これからの休日就業相談日

ですが、在職者の方々が相談できるように就業支援セン

６月７日（土）

７月５日（土）

ターをオープンしてきました。基本的には第一土曜日の

８月２日（土）

９月６日（土）

午後に就業相談を行っていますので、在職中でも仕事の

10 月 4 日（土）

11 月 1 日（土）

ことで悩んでいらっしゃる方は、一度お話に来てみませ

12 月６日（土）

んか。一人で悩むより人に悩みをお話しすることにより、

午後 1 時～午後 5 時 30 分まで

また新しい道が開けてくると思います。是非、お気軽に

☎０２６－２４８－９０３３

休日就業相談をご利用ください。

３年後にはワイン葡萄が収穫できます！
ゴールデンウィークに入っての４月２９日は晴
天に恵まれて、
「くすのき農園」の楠さんの葡萄
畑で、就業支援センターを利用されている皆さん
もワイン葡萄の苗植えに挑戦しました。葡萄畑の
の周りにはさくらんぼや桃の花が花盛りで、良い
環境の中で気持ちのよい汗を流しました。お昼ま
でには作業が終了し、楠さんの友人で作業に参加
された皆さんとバーベキューを楽しみました。い
ろいろな職業の方や外国の方も交えて、仕事の事
は一切忘れて青空の下皆で話に花を咲かせました。
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全国各地から「ゆめわーく」を視察に見えました！
須坂市就業支援センター「ゆめわーく須坂」も４年目に
入りましたが、昨年から今年にかけてこれまでに鴻巣市、
八幡浜市、沖縄市、館林市、赤穂市から市会議員の皆さん
が視察に来てくださいました。事業主の雇用形態が様変わ
りしてきた昨今、働く人達にも働き方の選択の自由が生ま
れた代わりに、雇用が安定しなかったり働いても何か起き
たときの補償がなかったり、リスクを負う事も多くなりま
した。そんな状況の中、各自治体でも雇用問題に大きな関
心をもつ議員さんが「ゆめわーく」を視察に見えました。
各地域の産業の活性化のためにも、仕事を探している人達
の雇用の安定は大切な要素と思われます。

「ゆめわーく須坂」を利用した皆さんの数は？
平成１７年５月に若い人達の就労支援を目的に開設された「ゆめわーく須坂」も、多くの方々のご利用をいただいてきま
した。特に最近は中高年の皆さんのご利用も多くなって、昔と比べて雇用形態が変わってきた現在、正社員の仕事を探す
ことが本当に難しくなってきました。このような社会の動きに対応していくためには、まず求職者自身が技術や経験を身に
付け、他の人とは違った能力をアピールする事が大切かと思います。「ゆめわーく須坂」開設以来の利用状況は次のとお
りです。
（平成１７年５月２日～平成２０年７月３１日現在）

利用者
数

男

女

累計

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

612

329

941

46

249

309

158

117

６０代

新規

稼働

以上

利用者

日数

62

379

802

身に付いた技術はあなたの宝物です。
７月の末に長野労働局総務部長の訪問を受けました。その時
話の中で感じたことは、雇用形態が変わってきたことで働き方
も、自分で自由に選べるようになってきた半面、自分に技術を
身に付けなければ、自分の納得した働き方ができないという事
でした。一旦身に付けた技術は自分で磨きをかければかけるほ
ど、自分の力になってくれます。これからの時代は自分に何が
できるかが、仕事を探す時の大きなキーポイントになると思います。
何か人に負けない技術を身に付けましょう。
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プレカットって何するの？
今月 11 日に須坂市内３高等学校 2 年生を対象に、地元
企業の職場見学を行いました。高校生と先生合わせて約 90
人が３つのグループに分かれて、様々な仕事の現場を見せていた
だきました。 ㈱山二さんでは 1 軒分の家を建てる木材の量と、材
木を刻むプレカットを機械が行っている様子をみて、凄く興味を持
ったとか子供の頃からの夢だったので、かなり憧れたなどの感想を
いただきました。実際に見てみると想像していた事とかなり違って、
将来仕事として考えたときに、イメージが湧きやすくなると思いまし
た。
㈱山二さんのプレカット工場を見学中

産業技術を素材の分野で支えています。
アスザック㈱さんでは工業用材料としてのファインセ
ラミックスの工場を見学しました。ガラス、陶磁器、耐火
レンガなど、天然の原料から作られるセラミックスの性
質を利用して、半導体用の製品を製造していました。
先輩のお話の中で、仕事は大変のことがあるけれど、
辞めないで続けていって欲しいとか、自分一人で悩ま
ないで先輩に相談をすれば、道が開けてくるなどの貴
重お話を伺いました。また、身近なところにハイテク産
業の最先端で活躍している会社があり、将来に夢を馳
せている様子でした。
アスザック㈱さんのファインセラミックス工場を見学

休日就業相談を行っています。
ゆめわーく須坂のこれからの休日就業相談日
これからの休日相談日

は左記のとおりです。現在仕事をしているが、仕事

12 月 5 日（土）

の中で悩みを抱えていたり、転職したいと考えてい

1 月 10 日（土）

たら相談にゆめわーく須坂にきてみませんか。

2 月 7 日（土）

相談をしてから行動に移しても遅くはありません。

3 月 7 日（土）

誰かに悩みを話すことで、気持ちも楽になったり、

午後 1 時～午後 5 時 30 分
℡ ０２６－２４８－９０３３

視点を変えることができると思います。お気軽にお出
かけ下さい。事前にご連絡いただければ、お待たせ
いたしません。お待ちしています。
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突然ですが、趣味はお持ちですか？
100 年に 1 度の不況に見舞われているという時代に、趣味の話なん
ていかがなものかと思われるかも知れませんが、人生という長い目で見
たら大変重要なことです。何か一つ趣味を持たれることをお勧めします。
精神的に人は仕事のみで生きていくことは大変難しいことです。趣味を
持ち気持ちを休める時を持つことが、長い人生を生きていくには必要な
ことです。そしてその仕事と趣味が家庭という土台の上に乗ってることが、
気持ちの上で安定していることと思います。いろいろなことがデジタルな
社会になってきましたが、やはりアナログな生き方も人生の中では必要
と感じています。やはり多くのデキる人は趣味をもって、人生を楽しんで
おられます。

何か一つ人に負けない特技を持とう！
急激な不況の時代を迎え多くの人達の雇用状況を目の当たりに
すると、日本の経済状況の縮図を見ているような気がします。誰でも
技術を持たなくてもできる仕事は、コストの安いほうに流れ仕事が回
ってこなくなります。このようなときに技術を身に付けている人は流れ
に流されずに、自分を守っていくことができます。日本の加工貿易
は本来技術が売り物であったとはずです。やはり原点に戻り技術を
身に付けて、身に付けた技術を伝承していくことが、今後の仕事を
考えたときに、時流に左右されずに安定していると思います。そして
他の人に誇れる何か一つを身に付けた時に、自分にも自信が湧い
てきて、生き方そのものに張り合いが生まれるものと思います。
一つでよいのです。何か人に誇れる技術か特技を持ちましょう。！

多彩な職業人と気軽に言葉を交わしませんか？
若年者地域連携事業推進センター㈱コミュニケーションズ・アイの
主催により、北信地区人事ライブカフェが須坂市シルキーホール
３階で３月１６日（月）に開かれます。今回は高校生、専門学校生、
短大生、求職中の若者達に集まっていただいて、オリオン機械㈱
の総務部教育グループ長 青木十郎氏と胸襟を開いて、ラフなス
タイルで車座交流会を行います。この機会に多くの経験を持って
会社で活躍されている先輩に日頃疑問に思っている問題等を尋
ねてみましょう。事前申込は不要です。直接会場にお越し下さい。
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５歳を迎えた「ゆめわーく須坂」です
平成１７年 5 月 2 日に産声を上げた「ゆめわーく須坂」も
５歳の誕生日を迎えました。この 4 年の間に５００名に近い
皆様にご利用いただき、相談回数は１１００回をこえました。
「ゆめわーく須坂」で把握しているだけでも１２５名の方が
新たにお仕事を探す事ができました。これは全てご本人の熱
意が実った結果です。何事も途中で諦めなければ、ほしい結
果を手にすることができると思います。目標を決めて方策を
考え、それを実行することにより夢は現実のものになります。
雇用状況がかなり厳しい時代ではありますが、この機会を有
効に活用しスキルアップ等自分に力を付けることができれば、
将来に向かっての大きな一歩になると思います。

相談の予約がネットでも携帯でも電話でもできます。
「ゆめわーく須坂」が３月に信濃毎日新聞に取り上げられてから、多くの皆様のご利用がいただけるようになりました。 し
かし、ご利用が多くなると皆様にお待たせしたり、再度お越しいただいたり、ご不便をおかけすることが多くなり、大変申し訳
なく思っておりました。そこでご利用いただく皆様にインターネットや携帯電話からでも、ご都合の良い日時を予約していた
だくことにより、ご迷惑をおかけしないようにしたいと思っています。
つきましては、再度「ゆめわーく須坂」をご利用いただく際に下記のようなカードを作成いたしまして、表にはお名前と番
号、裏面には就業相談のお時間を記載しました。電話番号、ファックス、メールアドレス、携帯電話のＱＲコードを明記してあ
りますので、どの方法でも結構ですからご予約いただければ、今までのようにご迷惑をおかけすることはないと思います。尚、
インターネットで予約状況を見ることができますのでご確認ください。
須坂市のホームページ→須坂で仕事→就業相談受付→参考ＵＲＬで検索してください。

表面

裏面
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「ゆめわーく須坂」を視察
今年 5 月に千葉県浦安市と京都府舞鶴市から、それ
ぞれの市会議員の方々が「ゆめわーく須坂」を視察
に来てくださいました。雇用状況が悪化している中でどこ
の自治体も雇用安定に苦慮されているとの事でした。
「ゆめわーく須坂」の相談コーナーや、パソコンで行
う職業適性検査、求人情報や職業訓練の情報提供に
ついて説明し、お互いの地方自治体の雇用状況の情
報交換を行いました。「ゆめわーく須坂」開設以来、今
年視察に見えた 2 つの自治体の他に、沖縄市や四国
の八幡浜市等多くの自治体が視察に見えました。
（浦安市の市会議員の皆さんと記念撮影）

夢を壊さないで！
これは大学を卒業した若い人の相談を受けた時の話です。本人
が自分の将来の夢をご両親に語りましたが、ご両親が子供の将来に
ついて「そんな夢のようなことを言っていて、これからどうやってご飯
をたべてくのか。」と問いただされて夢を諦めたというお話を伺いま
した。ご両親の心配は理解できるのですが、この忠告を聞いた若者
はそこで目標を見失ってしまったのです。その後、何をしてよいか自
分で決めることもできずに、アルバイトやパートの仕事をしているうち
に、正社員として就職する機会を逸してしまい、生きることに意欲を
失ってしまったのです。そんな若者を目の当たりにすると、どんな仕
事に就いてどう生きていくかは本人が決めることが大切と思うのです。
自分が決めた人生ならば悔いは残らないと思います。いくら子供で
あっても子供の人生は子供のものです。大人は夢を壊さないで、夢
をフォローして欲しいと思います。

厚生労働省が緊急人材育成支援事業を始めました。
厚生労働省が深刻な経済危機の中で、製造業を中心にリストラや派遣切り、倒産等に
より仕事を失った方に対する職業訓練の機会を拡充し、生活の支援をする制度が新しく
できました。雇用保険を受給できない方々（非正規離職者、長期失業者など）に対する
セーフティネットとして、今後３年間職業訓練を受講する皆さんの生活を支援するため、
扶養家族を抱えて生活を維持しなければならない方には月１２万円、単身者には月１０
万円を給付するものです。他にも融資制度や民間職業事業者の下での住居の支援等
がありますので、詳しいことにつきましては須坂公共職業安定所にお問合せください。
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人気は食品製造の現場です。
１１月４日にゆめわーく須坂（須坂市就業支援センター）が主催して、
須坂市内の高校２年生を対象に職場見学を実施しました。昨年以来
の不況に伴い、来年度の高校卒業生の就職が大変厳しくなっている
事を 2 年生の皆さんも肌で感じているようで、皆さん真剣に職場見学
をされていました。食品関係の仕事は不況の時でも、景気に左右され
にくいこともあってか見学希望者が多く、生徒の皆さんにはご希望に
添えない人も出てきてご迷惑をおかけしました。しかし、仕事の現場を
実際に見ていただいて、想像していた事とずいぶん違っていたのでは
ないかと感じました。また、先輩のお話を伺うことができて、仕事の厳
しさややりがいを少しでも感じ取ってもらえて、将来の仕事選びの参考
にしてほしいと思いました。

（白衣に身を包み明治産業㈱さんを見学）

自分探しの旅に出よう！
１１月 5 日須坂東高等学校の 1 年生に仕事についてのお話に伺い
ました。今までの職業相談の経験から、自分はどうような人間で何に興味があ
るのか、何が好きなのかを検証し自分で決めることが大切と感じました。周り
の人の意見は確かに参考にはなりますが、鵜呑みにして決めないことが大切
と思います。人に言われてその意見に沿ったために、自分を見失った人を多
く見てきました。これからの将来は自分の大切な人生ですので、自分で決断
して欲しいと思います。それがもし失敗であったとしても、自分の責任ですの
で後悔はしないと思います。大切なことは自分の頭で考えて自分で決めて欲
しいというようなお話をいた
（須坂東高校で職業講話）

しました。参考になってもらえれば嬉しいのですが。

社会人としてのマナーは備えていますか？
就職活動で大切なことは社会人としてのマナーを備えているかどうかという事が
問われます。面接担当者はその人が自分の会社の一員として、ふさわしい人材で
あるかどうかを評価しますので、人前に出て恥ずかしくない礼儀やマナーを心がけ
ましょう。基本になるものはなんといっても挨拶です。元気で明るくはっきりとした挨
拶は第一印象をよくします。また、相手に好印象を与えるような身だしなみも大切
です。清潔できちんとした服装で爽やかさをアピールしてください。正しい言葉使い
も重要なマナーの一つです。丁寧な言葉使いは必須です。コミュニケーションの基本
は相手がいることを忘れないことです。一人よがりの言葉使いだと自分の置かれてい
る状況を把握できない人と思われてしまいます。普段使っている言葉はふとした瞬間
に出てしまいますから気をつけましょう。
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仕事探しのやり方は？
就業支援センターでたくさんの方々とお話をしていますが、仕事を探すと
いう事をどうやったらよいのか判らないままに、自分の側から見た条件のみで
活動されておられる方にお会いします。今の雇用状況の中でそれでは難し
いと思います。先ず自分という人間の棚卸しをしていただき、自分には何が
できるのか、何に興味を持っているのか、どんな資格や経験を持っているか
を整理してみてください。次にその自分の能力が発揮できる会社を探し、そ
の会社の中で自分の能力がどう発揮できるかを考えてみてください。その理
由が会社を受験する志望動機になります。多くの方が志望動機が書けない
と言います。こういった作業を順序良くやっていくと、面接した時に何か質問
されても自信をもって答えられると思います。面接を受ける会社にとって、自
分がどう貢献できるかをアピールすることが大切と思います。確かに自分の側
の労働条件も大切ですが、先ずは相手にとって必要な人材であることが求職
活動を成功させるポイントだと思います。

４月からの休日就業相談日です。
平成１７年５月に産声を上げたゆめわーく須坂も今年の５月で
６歳になります。これまでに６００名を超える皆さんにご利用いただき
相談回数は１６００回近くになります。その中で在職中の皆さんの悩
みも伺っております。原則として第一土曜日の午後に、ゆめわーく須
坂を開いてお仕事を持っていらっしゃる皆さんのお話を伺っていま
す。４月からの休日就業相談日の日程を掲載しましたので、仕事上
で悩みを抱えておられる方は、事前に須坂市工業課ゆめわーく須坂
の下記の電話番号までご連絡を下さい。新しい電話番号が設置され

休日就業相談日
４月 3 日（土）
５月 1 日（土）
6 月 ５日（土）
７月 ３日（土）
９月 ４日（土）
８月 ７日（土）
午後 1 時～4 時 30 分まで
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ましたので、お気軽にご連絡ください。

不採用の通知を貰ったときはどうしたらいいの？
雇用状況の本当に厳しい現在はほとんどの方が、不採用という結果を手にする機
会に遭遇します。しかし、不採用になったからといって自分の能力や人格を否定さ
れたわけではないのです。そのことは理解して欲しいと思います。ただ、単にその
会社と縁が無かっただけのことです。気持を切替えて将来を見据え戦略を練り直し
て、また新たに就職活動を始めましょう。新たな求人情報を集めて、履歴書や職務
経歴書を応募先に合わせて書き直し、不採用の結果を踏まえアピールの仕方をも
う一度検討し、少しでも合格できるような応募書類を作成しましょう。職種や業種に
対するこだわりを見直し、希望条件を緩和してみることも必要と思います。

