
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年３月発行 
発行人: 
スマイルキャンパス☆さつませんだい 

薩摩川内市東開聞町 3-1 1F 
T E L:0996-21-1351 
F A X:0996-21-1352 

 一般企業への就職を目指す受講生が、受け入れ
先の企業で、2 週間の職場実習を行いました。 
 慣れない仕事に、途中くじけそうになる時もあ
りましたが、実習先で細かい指導を受けながら、
プログラムを少しずつクリアしていきました。 
 終了後の評価も良く、受講生は、実習をやり遂
げたという達成感を得て、今後の就職へ向けて大
きな一歩となりました。 
 実習を受け入れて下さった企業の皆様、ありが
とうございました。 

昨年は、明治維新から 150 年という節目の年でした。 
今年は「平成」という 1 つの時代が終わり、新たな元号に代わる節目の年です。 
竹はしなやかで強く、節目によって、ぐんぐんとまっすぐに伸びていきます。人生の中で、誕生、

初参り、入園、入学、卒業、成人式、就職、結婚・・・人は、様々な節目を経て成⾧していきます。 
皆様の人生においても、2019 年が節目の年になりますように! ｢チェスト行け!」 

ＣＳ検定合格率 １００％！ 

スマキャンでは、続々とＣＳ検定合格者が出て 
います。T さんは「CS 表計算 3 級」に満点合格! 
実務では必須のエクセル操作技能です。現在、CS 表計算 2 級受験に
向けて、日々練習問題に取り組んでいます。 

Y さんは「CS 検定ワープロ 2 級」に合格! 事務の仕事がご希望
の Y さんは、昨年 3 月に「CS 表計算 3 級」に合格しており、二つ
の資格取得は、就活に向け大きな自信に繋がりました。 

スマキャンは、ＣＳ試験会場に認定されており、いつもの環境と
使い慣れたパソコンで受験できるので、緊張感が和らぎます。 

★南日本新聞社読者センターの田畑様が 2 回目の講話をし
てくださいました。今回は、「働く・生きる・考える」
が」テーマ。講話を聴いて、これまで抱いていた不安の種
が、安心の種に変わっていったようです。 
また、スタッフも理解の幅を広げていただくため、企業へ
のアプローチも必要だと感じました。多くの学びの場を与
えて下さり、本当にありがとうございました。 

 
★笑いヨガ 堂之下様 
笑いヨガ第 2 回目を開催しました。 
初めて体験された受講生は、スポーツのような感覚を
持たれたようです。2 回目の受講生は、笑いヨガの奥
深さを更に体感する事になりました。 
初めから終わりまで、心の底から全身で笑い、心も身
体もスッキリしました。 

★「命について」善福寺住職 岡田様 
樋脇の善福寺住職 岡田晃昭様に、「命について」というテーマでお話しをして
頂きました。私たちが生まれるにあたり、多数のご先祖様がいらっしゃるとい
う事や、何気なく生きている中でも多くの命と接する機会がある、誰もが生き
ている事に価値があるなど、命について深く考えさせられるお話でした。受講
生の皆さんも悩んだりすることもありますが、刺激になっていたようです。 

外 部 講 師 に よ る 授 業 ＆ 講 話 

 
★株式会社 田島組 

入来町にある田島組さんは薩摩川内市でもトップクラス
の建設会社で、公共工事にあたり、色々な賞を常にとって
いらっしゃり、高い技術で工事をしていらっしゃるという
ことで受講生からも活発な質問が飛び交いました。 

 

 

 
★社会福祉法人 可愛会(えのかい) 

可愛会では、老人福祉、障がい者福祉や病院もあり、薩
摩川内市でも歴史のある社会福祉法人です。いま、福祉業
界は以前にも増して人手不足が進んでいて大変だとの事で
した。ゆくゆくは高齢者や外国人の方も労働力として受け
入れていく時代になるとのことです。今後、仕事をさらに
細分化していろいろな人が仕事に携われるように工夫して
いくということでした。 

 
 
 
 

他、多くの企業様に見学をさせていただきました。ご協力
いただきありがとうございます。 
★株式会社薩摩川内市観光物産協会・FM さつませんだい 
★株式会社アルナ 
★植村企業グループ グリーンヒル株式会社 

 
 

 

 
 

 
12 月から、毛筆が始まりました。 
「自分自身の今年を表す漢字、文字」という事で皆さん、一筆、一筆、
丁寧に書いていました! 月に 1 度来て頂いている新屋先生は、とて
も優しく丁寧に教えて下さいます。 

 職 場 見 学  外 出 

 食 育 調 理 

 イ ベ ン ト 

 毛 筆 

ニュースレター第４号 

 12 月某日、岡野エレクト
ロニクス社⾧の田中様にご招
待いただき、川内駅にある
「キッチンロンディネ」のラ
ンチをごちそうになりまし
た。E さんが注文したブルー
カレーに皆さんの目はくぎづ
け! 田中様、ごちそうさま
でした。 

「味の三筋」で新年の食事会の
後、藤川天神へ初詣に出かけま
した。イノシシにびっくり! 

新田神社の節分祭に出かけました。
受講生とフタッフは、豆まきにも参
加させていただきました。 

ぎょうざの皮に、ベー
コン、コーン、チーズ
をトッピングし、ピザ
の出来上がり! 

カステラに生クリー
ムをサンドし、イチ
ゴを飾り、ケーキの
出来上がり! 

年末、餅つきをしました。つきあがった
餅は、黄な粉をつけたり、あずきあんを
のせていただきました。 

ハロウィン仮装パーティでは、皆さんユニークな仮装で参加しました。
白シャツの方、皆さん、誰かわかりますか? 

クリスマス会 
ビンゴゲームやサンタか
らのプレゼントで盛り上
がりました。 

2 つのグループに分かれ、それぞ
れ、フルーツサンドと卵サンドを
作りました。フルーツを切る係、
ゆで卵を作る係など、皆で役割分
担して、美味しいサンドイッチが
できました。 

年に 2 回、防
災訓練を行い
ます。消防署
の方の指導
で、標的めが
けて消火器の
使い方を学び
ました。 

オープンキャンパス
で、作品を展示。 

今月は、授業風景をご紹介します。裏面には、
３月のプログラム内容を掲載しています。 



 

ｋ 

 見学・体験随時受付! 
お気軽にお問い合わせください 

 
スマイルキャンパスさつませんだい 

受付:平日 9 時～17 時 
休日:日祝 
   土は不定休 

スマイルキャンパスさつませんだいには、受講生のニーズに対応し、気軽に通学できるように、3 つのコースがあります。
「就職実践コース」「就職基礎コース」「生活訓練コース」、それぞれのコースに分かれて行う科目と、コース合同で行う科
目があります。2018 年 12 月から、土曜日も開所しております。          ※土曜日は不定期に開所します。 

月 火 水 木 金 土 

 

３／1 2 

★合同 ★合同 

食育:ちらし寿司  

スマタイム 早帰り 

自由課題 昼食後送迎 

4 5 6 7 8 9 

実務演習 就職学科 パソコン パソコン ★合同 

 

パワーポイント 
資料作成 集中力を高める 個別 個別 働き方について 

考えよう 
★総合 パソコン ★スポレク 就職学科 スマタイム 

グループ 
ディスカッション 個別 スポーツ or 

レクリエーション 
就活書類作成 

個別 自由課題 

11 12 13 14 15 16 

実務演習 就職学科 パソコン パソコン ★合同 ★合同 
パワーポイント 

資料作成 
電話応対③ 

ロールプレイング 個別 個別 外部講師 フリモニ 

★総合 パソコン ★スポレク 就職学科 スーパースマタイム 早帰り 

異性との付き合い方 個別 スポーツ or 
レクリエーション 

就活書類作成 
個別 

早帰り 
昼食後送迎 昼食後送迎 

18 19 20 21 22 23 

実務演習 就職学科 パソコン 

 

★合同 ★合同 
パワーポイント 

資料作成 
一般教養 

個別 個別 1351☆スマキャン  

★総合 パソコン ★スポレク スーパースマタイム ★合同 
グループディスカッ

ション 個別 スポーツ or 
レクリエーション 

早帰り 
昼食後送迎 

オープンキ
ャンパス 

25 26 27 28 29 30 

★総合 就職学科 パソコン パソコン ★合同 

 
毛筆 電話応対④ 

ロールプレイング 個別 個別 映画「君の名は」 

実務演習 パソコン ★スポレク 就職学科 スマタイム 

個別 個別 スポーツ or 
レクリエーション 

アサーション 
トレーニング 自由課題 

月 火 水 木 金 土 

 

３／1 2 

★合同 ★合同 

食育:ちらし寿司  

スマタイム 早帰り 

自由課題 昼食後送迎 

4 5 6 7 8 9 

就職基礎 パソコン 就職基礎 就職基礎 ★合同 

 
グループ作業 E:グラフ作成② 

W:文書の作成 自己理解 個別課題 働き方について考え
よう 

★総合 就職基礎 ★スポレク パソコン スマタイム 
人との距離感の取り

方 ＳＳＴ スポーツ or 
レクリエーション 

E:グラフ作成② 
W:文書の作成 自由課題 

11 12 13 14 15 16 

就職基礎 パソコン 就職基礎 就職基礎 ★合同 ★合同 

グループ作業 E:練習問題 
W:文書の作成 買い物に出かけよう かんたん料理 

焼きそばを作ろう 外部講師 フリモニ 

★総合 就職基礎 ★スポレク パソコン スーパースマタイム 早帰り 

異性との付き合い方 洋服のコーディネー
トについて 

スポーツ or 
レクリエーション 

E:CS3 級ドリル 
W:文書の作成 

早帰り 
昼食後送迎 昼食後送迎 

18 19 20 21 22 23 

就職基礎 パソコン 就職基礎 

 

★合同 ★合同 

グループ作業 E:CS3 級ドリル 
W:文書の作成 個別課題 1351☆スマキャン  

★総合 就職基礎 ★スポレク スーパースマタイム ★合同 
グループディスカッ

ション 
お酒とたばこの害に

ついて 
スポーツ or 

レクリエーション 
早帰り 

昼食後送迎 
オープンキ
ャンパス 

25 26 27 28 29 30 

★総合 パソコン 就職基礎 就職基礎 ★合同 

 
毛筆 E:CS3 級ドリル 

W:文書の作成 
クレジットカードに

ついて 個別課題 映画「君の名は」 

就職基礎 就職基礎 ★スポレク パソコン スマタイム 

グループ作業 バランスカード スポーツ or 
レクリエーション 

E:CS3 級ドリル 
W:文書の作成 自由課題 

 
月 火 水 木 金 土 

 

３／1 2 

★合同 ★合同 

食育:ちらし寿司  

スマタイム 早帰り 

自由課題 昼食後送迎 

4 5 6 7 8 9 

就職基礎 生活 就職基礎 生活 ★合同 

 
グループ作業 個別 報・連・相 個別課題 健康な生活② 

部屋の明るさ 
★総合 就職基礎 ★スポレク 生活 スマタイム 

人との距離感の取り
方 冷蔵庫の使い方 スポーツ or 

レクリエーション 個別 自由課題 

11 12 13 14 15 16 

就職基礎 生活 就職基礎 就職基礎 ★合同 ★合同 

グループ作業 個別 買い物に出かけよう かんたん料理 
焼きそばを作ろう 外部講師 フリモニ 

★総合 就職基礎 ★スポレク 生活 スーパースマタイム 早帰り 

異性との付き合い方 洋服のコーディネー
トについて 

スポーツ or 
レクリエーション 個別 早帰り 

昼食後送迎 昼食後送迎 

18 19 20 21 22 23 

生活 生活 就職基礎 

 

★合同 ★合同 

個人課題 個別 個別課題 1351☆スマキャン  

★総合 就職基礎 ★スポレク スーパースマタイム ★合同 
グループディスカッ

ション 
お酒とたばこの害に

ついて 
スポーツ or 

レクリエーション 
早帰り 

昼食後送迎 
オープンキ
ャンパス 

25 26 27 28 29 30 

★総合 生活 就職基礎 就職基礎 ★合同 

 
毛筆 個別 クレジットカードに

ついて 個別課題 映画「君の名は」 

就職基礎 就職基礎 ★スポレク 生活 スマタイム 

グループ作業 バランスカード スポーツ or 
レクリエーション 個別 自由課題 

 

就職学科:場面を想定した電話応対のロ
ールプレイング学習、就職面接時のマ
ナーの実技演習などを行います。 
一般教養では、四則演算、四字熟語、
慣用句、ことわざ、一般常識、時事問
題等を学びます。 

実務演習:ビジネスメール、見積書や請
求書、案内文書作成など実務を想定し
た学習を行います。 

パソコン:資格検定の対策学習や、ワー
ド・エクセル・パワーポイントの応用
を学びます。カレンダーやメッセージ
カード、はがき作成なども行います。 

 

 スマキャンは、事業協同組合 薩摩川内市企業連携協議会
の会員になっており、現在、約１４０もの会社が参加して、
企業間連携・異業種間連携を促進し、新ビジネスの創出や雇
用の拡大を図っています。 
 企業連携協議会の中でのスマキャンの役割として、昨今の
人材不足という社会事情の中、多様な人材を受け入れ雇用し
ていくという気運が高まっている中で、障がいのある方の雇
用を積極的に推進させて頂いております。 
 弊事業所代表 小園も人材育成部会⾧として、会員企業様
の人材育成において微力ながら尽力しております。スマキャ
ンは地域社会の発展の為にも精一杯取り組んでまいります。 

ホームページ＆フェイスブックにて 
情報発信中!! 

「就職実践コース」は、一般企業への就労
を目標に、マナーやヒューマンスキルを身
に付けた人材を育成します。また、知識を
広め、技能のスキルアップを図り、実務レ
ベルの能力を身に付けます。 
 パソコンの資格取得の検定対策指導や就
活に備え、模擬面接や履歴書作成の進路指
導をします。 

http://www.smile-campus.net 
freely@smile-campus.net 

☎ 0996-21-1351 

FAX 0996-21-1352 

就職実践コース 
就職基礎コース 

生活訓練コース 

【総   合】外部講師による授業や講話、グループディスカッションなどを行います。 
【合   同】食育調理、映画鑑賞、企業見学、清掃活動などを行います。 
【ス ポ レ ク】体育館でバレーボールや卓球、バドミントン、ボール蹴りで体を動かしたり、公園を

散歩したり、室内でレクリエーションやゲームなどを行います。14:15 下校です。 
【スマタイム】1 週間の振り返りを行い、各人の課題に取り組みます。 

「就職基礎コース」は、基本的生活スキル
を向上させ、自立への意識を高めます。ま
た、協調性を生み出す活動でコミュニケー
ション能力や社会人基礎力を高め、パソコ
ンの基礎的技能を身に付けます。 
 修了後は、就労継続支援 A 型などの福
祉的就労、または就職実践コースへの編入
を目指します。 

「生活訓練コース」は、社会生活の第一歩
を応援します。就労はしたいが、まだ難し
いなとお考えの方の、はじめの一歩です。
生活リズムを整える、コミュニケーション
のスキルアップなどのトレーニングを通し
て社会生活に適応できるように、心とから
だの準備をします。 

プログラム内容 

就職基礎:自分への理解力を高め、日常
で困っていることなどの解決、対処法
を学んでいきます。 

ＳＳＴ:相手の気持ちの気づきにつなげ
る学習をします。 

パソコン:電源の入れ方やマウスの持ち
方から始め、Word、Excel の基礎を学
ぶ授業を行っています。 

プログラム内容 

個別:各グループに分かれ、基本のあい
さつ、身体整容の学習を行っていま
す。また、個々でアクセサリー制作、
小物制作、編み物等も行い、販売にも
つなげています。 

プログラム内容 

 
 スマキャンでは、通信制の高校や大学に通いながら、ある
いは高卒認定試験の合格を目指しながら、生活面や社会性、
コミュニケーション能力の向上を目指してご利用になられて 
いらっしゃる方が現在３名いらっしゃいます。 
 学校生活でのコミュニケーションの取り方やストレスに対
する対処方法を学んでいきたいという方も歓迎しておりま
す。 
 市町役場や児童相談所の許可があれば１８歳未満の方でも
ご利用になれます。 
 詳しくはスマキャンまでお気軽にお問い合わせください。 

通信制高校、大学との連携 

コース合同で 
実施する科目 

企業連携協議会 

2019 年３ 月 の予 定 表＆ プ ログ ラ ム内 容 


