
ご相談、お申し込み先

☎ ０１２６－３５－１９４５
✉ info@soraka.shop

お問い合わせ可能時間
９：００～１７：００（平日）

空香で働くまでの流れ

H29.11.1

利用のご案内
り よ う あ ん な い

しゅうろうけいぞくしえんBがた

お気軽にお問い合わせください
きがる と あ

でんわ けんがくび よやく

お電話で、見学日をご予約ください。
じっさい しごと けんがく

実際の仕事を見学していただきます。

しごと たいけん

じっさいに仕事を体験してみることができます。
しょくいん ていねい かか さまざま しごと けいけん

職員が丁寧に関わりながら、様々な仕事を経験
あ はたら し

ていただけます。あなたに合った働くペース、仕
ごと ないよう さぐ きかん

事の内容を探る期間です。

いつかかんていど たいけんじかん そうだん

5日間程度で、１日あたりの体験時間はご相談に
おう かん さぎょうてあて こうつうひ しきゅう

応じます。この間、作業手当、交通費は支給され
ません。

りようもうしこみしょ きにゅう

利用申込書の記入
しょうがいふくし じゅきゅうしゃしょう しんせい

障害福祉サービス受給者証の申請
しゅじいいけんしょ ていしゅつ

主治医意見書の提出
ひつよう てつづき

などが必要な手続きになります。

岩見沢駅から 徒歩 １２分 車 ５分

最寄りのバス停
中央通り ・ 4条西2 ・ 4条西5

運営主体

株式会社ジューヴル
代表取締役 矢島幸子（精神保健福祉士）

はた じかん たい じきゅう はっせい

働いた時間に対して、時給が発生します。
しゅうぎょうじかんせきさん じかん みな きゅう

就業時間積算２００時間までは見習い給です。
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そらか たいしょう かた はた かた こんなん じょうきょう じしん はた じぶん でき やく た

空香が対象としている方・・・「働きたい方」。どんな困難な状況であったとしても、もしくは自信がなくても、「働きたい」「自分の出来ることで役に立ちた
すこ おも かた

い」と、ほんの少しでも思っている方。

はたら かた す えら じぶん き しごと おな えら じきゅう こと

働き方・・・お好きなコースが選べます。ご自分で決めてOK。やる仕事は同じですが、ペースが選べます。また、時給が異なります。
あと へんこう

コースは後から変更もできます。
しょうらい いっぱんしゅうろう はた ちから み かせ あた しごと せきにん

①ワーキングコース ： 「将来は一般就労をしたい」「しっかり働ける力を身につけて稼ぎたい。」「与えられた仕事は責任もってできるようになりたい」
はた きもち じぶん あ はた まわ あ はた かえ ちょうし わる

②デイアクティビティコース ： 「働きたい気持ちはあるけど、自分に合った働くペースがつかめていないので、周りに合わせて働くと返って調子が悪く
まわ あ はた じしん でき でき とき さまざま きも かた

なってしまう。」「周りに合わせて働くのは自信がないけど、出来ることだけ出来る時にやりたい」、そんな様々な気持ちの方。

しごと ないよう かしせいぞう せいぞう のうさんぶつかこう はんばい のうひん はいたつ ちょうり か もの そうじ た じぎょううんえいに ひつよう さまざま

仕事の内容・・・菓子製造、パン製造、農産物加工、販売、納品、配達、調理、買い物、掃除、その他事業運営に必要な様々なこと
せんもんぎじゅつ けいけん ひつよう でき おし ぎじゅつ しどう あお

＊専門技術や経験は必要ありません。出来るようにていねいにお教えします。＊プロのシェフからの技術指導も仰げます。

しゅうぎょうじかん かた きほんてき かき じかんたい めやす じかん たいちょう あ じかんたい へんどう かのう

就業時間・・・①コースの方は基本的には下記の時間帯でのシフトを目安にしますが、バスの時間や体調に合わせて時間帯を変動することも可能で
こべつ じかｎ き えんりょ そうだｎ

す。②コースの方は、個別に時間を決めることができます。遠慮なくご相談ください。
きゅうけい たいちょう あ じしゅてき と かのう

休憩は、体調に合わせて自主的に取っていただくことが可能です。

早番 ８：００～１４：００ （昼休み６０分）
中番 ９：００～１５：００ （昼休み６０分）
遅番 １１：００～１７：００ （昼休み６０分）

こうちん じきゅうせい にっきゅうせい しはら

工賃 ①ワーキングコースは時給制、②デイアクティビティは日給制でお支払いしま
うりあげ とくべつてあて

す。売上によっては、特別手当があります。

こうつうひ しちょうそん ほじょ かつよう たいしょう かた えんぽう かた こべつ

交通費 市町村の補助を活用しますが、対象にならない方や遠方の方は個別に
そうだん

ご相談ください

ちゅうしょく しょく えん ていきょう こうちん てんびき

昼食 １食２００円で提供します。工賃から天引きします。
りよう

できるだけご利用ください。

げいじゅつかつどう りょこう ぼうねんかい かかる ひよう じこふたん さんか じゆう

レクリエーション等・・・スポーツ、芸術活動、旅行、忘年会など。それに係る費用は自己負担となります。参加は自由です。

りようりょう くんれんとうきゅうふひ じこふたん かた き がく しはら

利用料・・・訓練等給付費の自己負担のある方は決められた額をお支払いいただきます。
ふくりこうせい はくい せいぞうようくつ

福利厚生・・・白衣、製造用靴などのユニフォームはお
か せんたく じぎょうしょ じしゃしょうひん しゃわり

貸しします、洗濯も事業所で行います。自社商品の社割があ
ります。
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