
4/9（土）マーサ２１へ行きました 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

   

     

    

 

 

  

    

  

      

 

 

     

   

 

                    

  

 

    

   

        

  

    

  

  

  

    

 

 

    

  

 

   

   

     

    

 

好きを伝えるルールで自分の事だけではなくて、相手のことも考える事が 
わかったので生かせればいいと思いました。 (T.R) 

本日は、マーサに行きました。 
その中で仲間と協力してボックスティッシュの値段を競いました。 
自分達で考えて選んだものを発表することが出来てよかったです。(J.H) 

H.A さんの修了式でした。あたたかく見送りができました。 

4/8（金）修了式がありました 

一週間の実習に行ってみて思ったこと 

体験実習を終えて Y.H さんインタビュー 

自分に好きな人が出来た時に、好きを相手にどう伝えるか考えさせられる内容だっ
た。自分はまだ自立できるまで恋人は作らないと決めているが、もし将来恋人がで
きた時相手の気持ちを考えて自分の好きを伝える方法を今のうちに決めておかね
ばならないと思った。(H.K) 

私はあまり休日に散歩をすることはありませんが、みんなと一緒に歩いて 

景色を見たり、ミュージアムで鵜飼いについて知ることができ良い経験になりました。

（Ｋ.Ｈ） 

 

私は今回のセミナーを聞いて悩みの解決方法を詳しく知ることができました。 

今日、始める事のできる解決方法もありました。すぐ始める事のできるものは実践してい

きたいです。また、長期的に時間をかけて解決する方法もありました。計画を立てて行う

もので、自分は計画を立てて行うことは苦手ですが、少しずつ挑戦したいと思いました。

（K.O） 

 

今回は H さんのご卒業、そしてご就職をお祝いしました。 

いつもニコニコしている笑顔がかわいくて印象的で私が初めて移行に入ったとき、一番

初めに声をかけてくれてとてもうれしかったのを覚えています。素敵な修了式に参加でき

見送ることができてよかったです。H.A さんのコメントは涙ぐみました。改めましてご就職

おめでとうございます。（A.T） 

 

令和 4 年 
岐阜校 通算第 96 号 就労移行支援事業所：2 1 1 0 1 0 2 2 9 6 

4/14（木）就労セミナー 

今回は「悩み」をテーマにストレスとの付き合い方・解消法などを教えていただきました。 

 

私は、パソコンが得意なので、得意なことを生かした仕事をしたいと思い、利用体験を一週間しま

した。パッソとは違い、「授業を受ける」ではなく「お金をいただき、仕事をする」場なので皆さん集

中して取り組んでいました。午前の２時間体験をしましたが、あっという間に時間が経っていきまし

た。今回体験した仕事の内容は、ラジオやスピーチのテープを起こし、不動産の資料作成、企業

検索、DM 返信です。場所は一宮でしたが、電車一本で行き、一宮駅で降り、１０分程歩くとついた

ので通勤しやすかったです。 

本日のセミナーは本当にためになることばかりでした。 

自分は、今までは何か目標を立てると逃げ道を作り、諦めていました。 

今、ここに来て今年になりＰＤＣＡという言葉を知りました。 

そのチェックリストを自分で作り、やっていきたいと思います。（H.O） 

就職おめでとうございます。私もあと 3 ヶ月ぐらいで二年になるので今回の修了 

者も含めて過去の修了者たちのように立派な姿になれるように頑張りたいです。（R.M） 岐阜県の伝統行事・鵜飼いについて学びました。 

とても歴史のある行事で美しい風景や街並みなど、岐阜県の魅力を再発見するいい機会となりました。 

 

 

4/23（土）うかいミュージアム 

 

今まで鵜飼いについてあまり詳しくありませんでした。でも、映像などを見ることで鵜

飼いがどのようなものかイメージが湧くようになりました。（Y.Ｉ） 

4/4（月）「好きを伝えるルール」のセミナーを受講しました 

人を好きになっても、気持ちの伝え方や行動によっては相手を傷つけたり関係を壊してしまう事がありますが、

知識を身に付けておけば避けられるお話を聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

新聞 

 

自分はこれまで商品を購入するときに、値段のところしか見ていませんでした。しか
し、他の方たちは実際に使用することを想定して、品質を考慮して商品を購入してい
ました。そのため、商品を購入する際には、様々な要素を比較して商品を選択するこ
とが重要だと思いました。(Y.I) 

私はこの話を聞いて、人を好きになる事にはたくさんのいい関係を築いていくため
のルールがあることが分かりました。好きな人といい関係を長く続けていくために、
適度な距離や適切な行動をしていくことが大切だと思いました。また、18 歳になり
成人年齢に達し、たくさんの責任が伴うことも改めて理解することができました。責
任が伴うのは、人といい関係を築くことだけではなく、日常生活でも大切にしていき
たいと思いました。(O.I) 

マーサには買い物をする時によく行きますが、皆で話し合いながらティッシュを探し回

ることはしないので、新鮮な体験でした。(R.M) 

マーサ２１へ行き、買い物体験をしました。 

職員からのミッションを受け、お得なボックスティッシュを買いました。 

 

伝統文化の鵜飼いを改めて知ることができて良かったです。4 月としては、暑かった

ですが色々な場所を散歩できたので良かったです。（Ｙ.Ｈ） 



 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 内容 

ビジネスマナー 電話応対 

社会人基礎力 できる新入社員になる 

創作活動 箸置き 

ワーク  マスク解体・アビリン  

総合学習 ストレッサーへの対応 

PC講義 Word Excel 

◆土曜日稼働のお知らせ 

5/ 7 学びの森 

5/14 DVD鑑賞 

5/21 ペーパークラフト 

5/28 寄せ植え体験 

今月の 

カリキュラム 

 
今月は、こんな内容の 

授業を行います。 

passo@mmg.jp 

058-267-6075 

www.mmg-passo.com 

〒500-8842 岐阜市金町 6 丁目 21番地 岐阜ステーションビル 7 階 

就労移行支援事業所  

パッソ岐阜校 
FAX 

MAIL 

URL 

 

058-267-6078 

ADD 

 

TEL 

 

お車でお越しの際は、当ビルに駐車場はございませんので、近隣のコインパーキング

などをご利用下さい。 

JR 岐阜駅・名鉄岐阜駅より徒歩 8分。 

ファミリーマート 岐阜金町七丁目店さんの隣のビルの 7 階です。 

見学・体験のお申し込みは電話又は 

メールにて、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 URL : ameblo.jp/passogifu 

名鉄岐阜駅 

岐阜市シティータワー43 

金
華
橋
通
り 

Passo 岐阜校 
岐阜ステーションビル 7F 

 JR 岐阜駅 

Contact Us 

週間カリキュラム 
時限 時間 時間数 月 火 水 木 金 土 日

10:40～10:50 10分

昼休憩 12:00~13:00 60分 終礼 昼休憩

13:50～14:00 10分

9:30～10:40 70分 社会人基礎力 総合学習

余暇

プログラム

資格取得 パソコン講義

休憩

就労支援

午前

10:50～12:00 70分 OA実践 総合学習

朝礼 9:00~9:30 30分 朝礼・清掃 朝礼・清掃

終礼 14：50～15：00 10分 終礼

朝礼・清掃 朝礼・清掃 朝礼・清掃

ワーク

休憩(10分)

14:00～14:50 50分 パソコン 創作活動

午後

ビジネスマナー

パソコン パソコン

ボッチャ パソコン講義

13:00～13:50 50分
月・週目標

ワーク
創作活動 リラクゼーション

休憩(60分)

開催数 試験日 申込受付期間

第131回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第132回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第133回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第134回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第129回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第130回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第131回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第132回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第 81回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第 82回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第 83回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第 84回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第 81回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第 82回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第 83回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第 84回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第59回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第60回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第61回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第62回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第69回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第70回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第71回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第72回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

プレゼンテーション作成検定試験

文章入力スピード認定試験（日本語）・（英語）

令和４年度　日本情報処理検定
各検定試験日程

受験内容・受験料に関しては、パッソ岐阜校までお気軽にお問い合わせください。

受験のお申し込みは、パッソ岐阜校までお越し下さい。試験結果の郵送を希望の方は、別途送料がかかります。

                                                            日本語ワープロ検定試験

情報処理技能検定試験（表計算）・（データベース）

文書デザイン検定試験

                                                   ホームページ作成検定試験


