
月 火 水 木 金 土 日

日 2 3 4 5 6 7 8

テーマ

内　容

日 9 10 11 12 13 14 15

テーマ 就活応援 こころの健康 コミュニケーション 就活応援 コミュニケーション

内　容
　　　１　社会人としての身だしなみ
　　　２　会話の基本

　　　　　１　自己効力感について
　　　　　２　向上させるコツ

　　　　　敬語の基本を確認しよう３
　　　　　　①ウチソト逆転敬語
　　　　　　②あいさつ

　　　　　　　　自己理解
　　　　　　　　自分を知ろう

　　　　１　自分も相手も大切にする
　　　　　コミュニケーション
　　　　２　アサーションワーク

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

横芝光町出張相談

消費生活相談室（役場東側玄関ロビー）

日 16 17 18 19 20 21 22

テーマ 就活応援 こころの健康 コミュニケーション 就活応援 こころの健康

内　容
　　　１　履歴書作成作業について
　　　２　PCによる履歴書作成

　　　１　集団の中での心理について
　　　２　集団の中での行動のコツ

　　　　　ビジネスマナーを学ぼう２
　　　　　①電話のかけ方・受け方
　　　　　②ビジネス特有の言葉遣い

　　　　　　　　自己理解
　　　　　　　　自分を知ろう

　　　　　１　ストレスの理解
　　　　　２　ストレスへの対処法

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

いすみ市出張相談

岬ふれあい会館

日 23 24 25 26 27 28 29

テーマ 就活応援 こころの健康 コミュニケーション 就活応援 コミュニケーション

内　容
１　挨拶、自己紹介
２　名刺交換の所作

　　　　　１　考え方のくせを自覚
　　　　　２　癖を修正するコツ

　　　　　　説明しよう質問しよう
　　　　　　　①説明してみよう
　　　　　　　②試してみよう

　　　　　　　　自己理解
　　　　　　　　自分を知ろう

１　聴き上手になろう
２　傾聴スキルワーク

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

大多喜町出張相談 山武市出張相談

大多喜町中央公民館 山武市役所1F 第1会議室

日 30 31

テーマ 就活応援 こころの健康

内　容
１　志望動機の考え方
２　企業研究のやり方

　　　　　１　ある出来事に関して
　　　　　２　みんなで語り合う

個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

出張相談・行事等

　〈注意事項〉　　　　　１　参加はすべて予約制です。ご希望の日を電話でお申し込みください。メールの場合は事務局からの連絡で予約が確定します。
　　　　　　　　　　　　２　予約をキャンセルする場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いします。
　　　　　　　　　　　　３　ご予約なしでの来所は、参加をご遠慮いただく場合があります。ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　４　新型コロナウイルス蔓延防止のため、以下のことをお願いします。
　　　　　　　　　　　　　①マスクの着用、手指の消毒をお願いします。　　　　②発熱などのかぜ症状がある場合は、来所せず、ご自宅で療養してください。

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



月 火 水 木 金 土 日

日 1 2 3 4 5

テーマ コミュニケーション 就活応援 コミュニケーション

内　容
　　　敬語の基本を確認しよう４
　　　　　　①質問
　　　　　　②来客対応

　　　ハローワークでの求職活動
　　　①ハローワークでできること
　　　②利用登録方法

 「伝える」「受け取る」を鍛えよう
 ①仲間にハッピーエンドをプレゼント
 ②バスは待ってくれない

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

日 6 7 8 9 10 11 12

テーマ キャリア こころの健康 コミュニケーション 就活応援 就活応援

内　容
             自分の価値観を探ろう
          ①質問から考えるワーク
          ②リストから見つけるワーク

　　　 １　回避行動の防止のコツ
 　　　２　その方法

　　　　　 大人の言い回し１
　　　　　 ①大人な表情
 　　　　　②大人なしぐさ

　　　自分を知ろう（１）基礎編
   自分がどうなりたくて、どんな仕事や
   働き方をしたいのか考えよう

　　　１　接客、訪問（お茶出し）
　　　２　電話、メモ

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

青少年会館　小会議室

いすみ市出張相談 親の会 横芝光町出張相談

岬ふれあい会館 茂原市役所504会議室 消費生活相談室（役場東側玄関ロビー）

日 13 14 15 16 17 18 19

テーマ 就活応援 こころの健康 コミュニケーション 心の健康 就活応援

内　容
　　　１　職務経歴書、自己PR書
　　　２　経歴棚卸、PR戦略

　　　　１　行動力向上のコツ
　　　　２　その方法

　　　電話対応にチャレンジ１
　　　　①電話対応の心構え
　　　　②電話の受け方

　　　怒りと上手に付き合う方法
　　　①怒りの正体、メカニズム
　　　②自分に合った対処方法

      　  自分を知ろう（２）価値観編
    自分がどうなりたくて、どんな仕事や
    働き方をしたいのか考えよう

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

大多喜町出張相談

大多喜町中央公民館

日 20 21 22 23 24 25 26

テーマ 就活応援 こころの健康 コミュニケーション 就活応援 コミュニケーション

内　容
　　１　共有スペースでのマナー
　　２　上座・下座

　　　１　プラシーボ効果について
　　　　　　　（暗示効果）
　　　２　その作用のコツ

　　　敬語の基本を確認しよう５
　　　①ビジネスでよく使う敬語
　　　②間違えやすい言い回し

　　　ハローワークでの求職活動
　　　①ハローワークでできること
　　　②利用登録方法

　　　　２つの「伝える」ワーク
　　　 ①言葉で図形を伝えよう
　　　 ②言葉を使わない話し合い

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

山武市出張相談

山武市役所1F 第1会議室

日 27 28 29 30

テーマ 就活応援 こころの健康 就活応援 コミュニケーション

内　容
　　１　自己PRの考え方
　　２　長所探し、エピソード

　　　　１　行動を変えるコツ
　　　　２　その方法

　　　 自分を知ろう（１）基礎編
    自分がどうなりたくて、どんな仕事や
    働き方をしたいのか考えよう

説明しよう質問しよう
①話し方の基本
②試してみよう

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談

勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

出張相談・行事等

　〈注意事項〉　　　　　１　参加はすべて予約制です。ご希望の日を電話でお申し込みください。メールの場合は事務局からの連絡で予約が確定します。
　　　　　　　　　　　　２　予約をキャンセルする場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いします。
　　　　　　　　　　　　３　ご予約なしでの来所は、参加をご遠慮いただく場合があります。ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　４　新型コロナウイルス蔓延防止のため、以下のことをお願いします。
　　　　　　　　　　　　　①マスクの着用、手指の消毒をお願いします。　　　　②発熱などのかぜ症状がある場合は、来所せず、ご自宅で療養してください。

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


