
あこがれ

～みんなの夢を見つけよう

学生

募集！！
こんにちは！見附青年会議所です。

１０

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

一緒に活動してみませんか？

皆さんからのご応募お待ちしております！

 

【事業名

     

【日

【時

【集合場所

【事業内容

     

              

【事業目的

見附

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

の世代が将来この地で働くことも候補として考え

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。

【ボランティア内容】

子どもたちの引率・体験補助・カメラ撮影など

（参加資格：高校生以上

参加していただける方は、申込書

または、ホームページより申し込みください

■お問い合わせ先・申込み

見附青年会議所

〒954

TEL 090

ホームページ

申込み期限

あこがれ

～みんなの夢を見つけよう

学生

募集！！
こんにちは！見附青年会議所です。

１０月に開催する

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

一緒に活動してみませんか？

皆さんからのご応募お待ちしております！

事業名】あこがれ

     ～みんなの夢を見つけよう！～

【日 程】２０１６年

【時 間】８：００

【集合場所】ギャラリーみつけ

事業内容】

     （２０１３年実績）企業数：２２

              

事業目的】

見附市、長岡市（

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

の世代が将来この地で働くことも候補として考え

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。

【ボランティア内容】

子どもたちの引率・体験補助・カメラ撮影など

（参加資格：高校生以上

参加していただける方は、申込書

または、ホームページより申し込みください

■お問い合わせ先・申込み

見附青年会議所

954-0053 

TEL 090-2889

ホームページ 見

申込み期限９／３０金曜日までとなっております。

あこがれのおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう

学生ボランティアスタッフ

募集！！
こんにちは！見附青年会議所です。

月に開催する職業体験事業

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

一緒に活動してみませんか？

皆さんからのご応募お待ちしております！

あこがれのおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう！～

】２０１６年 

間】８：００ ～

】ギャラリーみつけ

】２５企業が参加し、小学生にお仕事を体験してもらいます

（２０１３年実績）企業数：２２

              

】 

、長岡市（中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

の世代が将来この地で働くことも候補として考え

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。

【ボランティア内容】 

子どもたちの引率・体験補助・カメラ撮影など

（参加資格：高校生以上

参加していただける方は、申込書

または、ホームページより申し込みください

■お問い合わせ先・申込み

見附青年会議所 卒業生委員会

 見附市本町

2889-1984  FAX 

見附青年会議所

９／３０金曜日までとなっております。

のおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう

ボランティアスタッフ

募集！！ 
こんにちは！見附青年会議所です。

職業体験事業のスタッフを募集しています。

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

一緒に活動してみませんか？ 

皆さんからのご応募お待ちしております！

のおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう！～

 １０月２９

～ １７：００（引率する企業によって

】ギャラリーみつけ 見附市

企業が参加し、小学生にお仕事を体験してもらいます

（２０１３年実績）企業数：２２

              体験した小学生

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

の世代が将来この地で働くことも候補として考え

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。

 

子どもたちの引率・体験補助・カメラ撮影など

（参加資格：高校生以上の学生）※飲み物が出ます。

参加していただける方は、申込書

または、ホームページより申し込みください

■お問い合わせ先・申込み 

卒業生委員会 

本町 1-4-14 

FAX 0258-66

附青年会議所２０１６

９／３０金曜日までとなっております。

のおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう

ボランティアスタッフ

こんにちは！見附青年会議所です。 

のスタッフを募集しています。

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

皆さんからのご応募お待ちしております！ 

のおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう！～ 

２９日（土

１７：００（引率する企業によって

見附市昭和町

企業が参加し、小学生にお仕事を体験してもらいます

（２０１３年実績）企業数：２２

体験した小学生

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

の世代が将来この地で働くことも候補として考えていただきたいと思います。そして、子供たちにとって貴重な

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。

子どもたちの引率・体験補助・カメラ撮影など

）※飲み物が出ます。

参加していただける方は、申込書（裏面）をＦＡＸ

または、ホームページより申し込みください

 担当 高野

 見附商工会館内

66-3274 

２０１６で検索（９／１２～９／３０まで

９／３０金曜日までとなっております。 

のおしごと体験ツアーズ２

～みんなの夢を見つけよう！

ボランティアスタッフ

のスタッフを募集しています。

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

 

のおしごと体験ツアーズ２ 

 

日（土）１０

１７：００（引率する企業によって

昭和町 2-4-1 ～各協力企業へ移動

企業が参加し、小学生にお仕事を体験してもらいます

（２０１３年実績）企業数：２２企業 業種

体験した小学生 ： １１１

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

ていただきたいと思います。そして、子供たちにとって貴重な

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。

子どもたちの引率・体験補助・カメラ撮影など 

）※飲み物が出ます。

をＦＡＸ 

または、ホームページより申し込みください。 

高野 

見附商工会館内 

（９／１２～９／３０まで

 

のおしごと体験ツアーズ２

！～ 

ボランティアスタッフ

のスタッフを募集しています。 

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、

１０月３０

１７：００（引率する企業によって時間

～各協力企業へ移動

企業が参加し、小学生にお仕事を体験してもらいます

業種 ：１５

１１１名 

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

ていただきたいと思います。そして、子供たちにとって貴重な

を最高の一日として有意義に過ごしていただきたいと思います。  

）※飲み物が出ます。 

（９／１２～９／３０まで）

のおしごと体験ツアーズ２ 

ボランティアスタッフ

 

地元にある様々な仕事に興味がある方、子どもの相手が好きな方、 

３０日（日） 

時間 異なります）

～各協力企業へ移動 

企業が参加し、小学生にお仕事を体験してもらいます。

１５業種 

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる

ていただきたいと思います。そして、子供たちにとって貴重な

） 

ボランティアスタッフ

 

異なります） 

 

。 

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

業を通して、自分の町には色々な職業がある事を知り、将来の目標を発見し再確認できる事を事業の

ていただきたいと思います。そして、子供たちにとって貴重な

ボランティアスタッフ 

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

事を事業の目的とし、未来

ていただきたいと思います。そして、子供たちにとって貴重な一日

中之島地域）には、さまざまな職業、仕事があります。子供たちには憧れている・将来就きたい職

業を地域限定で体験してもらい、地元企業の素晴しさ、楽しさ、厳しさを感じてもらいます。また、この職業体験事

目的とし、未来

一日



お申込日：２０１６年  月  日 

見附青年会議所 行 

あこがれのおしごと体験ツアーズ２ ～みんなの夢を見つけよう！～ 

 

学生ボランティア参加申込書 
 

開催日１０月２９日（土）・１０月３０日（日）８：００～ 

 ボランティアに下記のとおり申込みます。（別日にボランティア講習を予定） 

氏 名 
 

年齢 歳 性別 男  女 

住 所 

 〒    －    

連  絡  先  ＴＥＬ    －      －   
   

学 校 名 
    

参 加 可 能 

日   時 

時 間 

要 望 等 

    

    

 

 

ご記入の上、ＦＡＸ送信または、ホームページより申込み下さい。 

見附青年会議所 卒業生委員会 担当 高野 

〒954-0053 見附市本町 1-4-14 見附商工会館内 

TEL 090-2889-1984 FAX 0258-66-3274  

ホームページ 見附青年会議所２０１６ で検索（９／１２月曜日～受付） 


