
８月１７日（土）　　事前研修
【会場】津市アストプラザ３階県民交流センター　【受付】９:４０～
【時間】１０：００～１２：００　【対象】高校生インターンシップ参加者　　

■事後研修とは
体験したことを振り返り、発表することによって今後の学習に
結びつけることができるようになり、また他者の発表を聞くことに
よって多様な業界を知ることに繋がります。

ワークシートへの記入・ディスカッションによる振り返り

■事前研修とは
体験をより意味のあるものにするために、事前に体験先の業界
研究をしたり、マナー研修をしておくことです。

８月２４日（土）　　事後研修
【会場】津市アストプラザ３階県民交流センター　【受付】９:４０～
【時間】１０：００～１２：００　【対象】高校生インターンシップ参加者　　

マナー講習・企業調査・ワークシートへの記入・当日の注意事項

締切：６月23日（日）　アトリオへ申し込み（HP・メール）

8月２４日（土）　　　　事後研修（※事後研修参加必須）  

８月１９日（月）～２３日（金）  インターンシップ期間

７月中旬　 アトリオからご自宅へ抽選結果を郵送　

高校生インターンシップの流れ

８月１７日（土）　　　事前研修（※事前研修参加必須）

三重チャレ

体験無料

やってみよう ！ そこから
「未来の自分」が見えてくる
後援：三重県教育委員会

インターンシップインターンシップ
高校生高校生

公募型の
インターンシップ
公募型の

インターンシップ
※事業所を選び直接アトリオに

お申込みください。

　 高
校生なら

誰でも参加できる！

ＮＰＯ法人 a trio（アトリオ）　
〒514-1125　
津市久居元町 2361-2 ＭＣ第一ビル 101
E-mail：atrio@a-trio.net
TEL：059-253-7657 　FAX：059-253-7659

■応募多数の場合は、抽選により参加を決定します。 
■傷害保険に加入いたします。（保険料はNPO法人アトリオが負担） 
■詳細が決定次第、NPO法人アトリオより参加者本人に連絡いたします。 
■事業所様HP、アトリオHPへ体験中のお写真を掲載させて頂くことがあります。ご了承ください。

お申込み・お問い合わせ先 お申込みについて

アトリオは、平成26年度キャリア教育優良団体として文部科学大臣表彰を受賞しました！アトリオは、平成26年度キャリア教育優良団体として文部科学大臣表彰を受賞しました！

受入事業所は随時追加中
最新情報はＨＰでチェック!!

詳しいインターンシップ内容と
お申込みはこちらから 
申込締切：6月23日（日）申込締切：6月23日（日）

三重チャレ 

２０１９年

８月１９日（月）～２３日（金） 
9:00～16:00



1 桑名市 輸送用機器製造業 製造技術・品質管理の体験。会社のしくみ・理解

2 桑名市 菓子製造業 ガムの検査、選別。菓子の包装、検査

3 四日市市 電気械器具製造業 電気部品の組み立て。モータ・リニアコイルの製造

4 四日市市 卸売業 会社概要、業務内容説明・オフィスプランニング体験・プレゼンテーション体験

5 四日市市 卸売業 業務内容、当社取り組みについての座学と営業の活動見学、メンテナンス業務の実技

6 四日市市 ホテル業 フロントや宴会サービスでの接客やお客様を迎える準備、ベットメイキングなど。

7
三重郡
菰野町

金属製品製造業
建築総合請負業

工場にて現場作業補助実習（回転機械等の危険作業は行いません。主に物流倉庫や組
立工程での作業体験）

8
三重郡
菰野町

サービス業
（旅館業）

お見送り、客室清掃等

9 鈴鹿市 社会福祉 介護補助・レクリエーション補助　等

10 鈴鹿市 介護職 ICT、介護ロボット等を活用した最新の介護業務

11 鈴鹿市 建設業
日本最大手の住宅メーカーの建築工事やその建物を地中で支える地盤補強工事につい
て、自社製造工場および、施工管理をしている実際の現場を見学・体験

12 鈴鹿市 ゴルフ場運営 フロント業務、キャディ業務、レストラン業務等

13 津市
飲食

宿泊施設
宿泊受け入れ、レストラン接客、フロント対応　等

14 津市
精肉卸・小売

飲食業
店頭販売、精肉作業補助

15 津市 介護職 利用者様とのコミュニケーション、レクリエーション活動等への参加

16 津市 印刷業 手作業のよる製本作業、Macを用いたDTP実習

17 津市
インターナショナル

プリスクール
外国人講師のアシスタント、アカデミー生のサポートや授業の補助

18 津市 介護職 介護付ホームでの介護職員の仕事体験（食事介護、入浴介助、レクリエーション）

19 津市
学童保育

乳幼児託児
学童保育、乳幼児託児

20 津市
一般貨物自動車

運送事業
倉庫内で出荷準備、出荷検品、梱包作業

21 津市 旅客運送業 営業補助（バス路線乗降調査・庶務業務）　路線見学　等

22 津市 支援団体 季刊誌「市民活動ボランティア情報誌READAR」の取材と掲載記事の執筆体験

23 伊賀市 人材派遣 学習型人材派遣のおしごと体験、活力朝礼の体験

24 伊賀市 介護職
利用者様との活動・交流、入浴・トイレ・食事介助、送迎、関係事業所との連携等の体験学
習

25 松阪市 飲食業 接客及び調理補助

26 松阪市
総合建設業
（土木工事）

土木の仕事について（受注から完成まで・施工管理・安全管理の重要性）実習（杭ナビによ
る現地測量・重機操作体験・3Ｄデータ体験）

27 松阪市 公園管理事業 庭園内における花苗管理作業を体験

28
多気郡
多気町

医薬品製造業 医薬品、化粧品等の包装作業

29
度会郡
玉城町

金属切削加工
NC自動旋盤を用いた金属切削加工全般
品質管理（検査）・製品の後処理工程

30 伊勢市 高齢者介護 介護職の職員がどんなことをしているかを一緒に体験学習

31 鳥羽市 土産物販売 販売店にて接客もしくは製造部門での業務

32 鳥羽市 ホテル旅館業 オリエンテーション・お客様のお出迎え・客室への案内の同行等

※三重チャレHPから各受入事業所様のＨＰをリンクしております

≪申し込み方法≫

➊事業所を選ぶ

　　　を決めます。

　　・希望する事業所がたくさんある場合は、第３候補まで選べます。

➋申し込み
　　・Ｗｅｂ　又は　メールで申し込みをします。右記をご確認ください。

　　・メールでお申込みの場合、学校名・学年・氏名・ふりがな・性別・住所・携帯電話番号・

　　生年月日・希望する事業所をご記載お願いします。

➌結果郵送
　　・応募者多数の場合、抽選で参加者を決定致します。

　　　　　※体験日当日の傷害保険に加入する為に生年月日が必要です。（費用は無料です）

　　　　　※アクセス方法は事前にご確認のうえ、お申込みください。
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2 8/20・21

8/19・20

8/21・22・23

日程

鳥羽シーサイドホテル株式会社

有限会社アイディー

久居運送株式会社

三重交通株式会社
（体験先：中勢営業所）

みえ市民活動ボランティアセンター

株式会社ダイム
（体験先：あじへい　塚本店）

特定非営利活動法人
世界SHIENこども学校のびすく

特定施設入居者生活介護　虹の夢津

サービス付き高齢者向け住宅
安濃津ろまん

有限会社 珍海堂
（体験先：鳥羽一番街）

社会福祉法人　慈恵会

松井機工有限会社

株式会社 あかり屋

株式会社　オリエンタル

三鈴カントリー倶楽部
（三鈴開発株式会社）

株式会社 朝日屋

社会福祉法人　鈴鹿けやき苑

株式会社 世古工務店

万協製薬株式会社

株式会社 松阪協働ファーム
（松阪農業公園ベルファーム）

中村土建株式会社

デイサービスはあとの杜上野

8/21・22・23

業種

株式会社 プラトンホテル四日市

旭電気株式会社

ノザキ製菓株式会社

エイベックス株式会社

番
号

事業所名 地域 インターンシップ内容

ナゴヤシンコー株式会社

株式会社誠文社

株式会社　鹿の湯ホテル

株式会社　佐野テック

社会福祉法人　鈴鹿福祉会
鈴鹿グリーンホーム

8/19・20

8/19・20・21

8/20・21・22

8/21・22・23

8/19・20・21

8/21

8/21

4

6

8/21・22

8/21・22・23

8/20・21・22

8/19・20・23

8/19・20

8/20・21・22

【個人情報の取り扱いについて】　ご記入頂いた個人情報は、本事業と今後の本事業のお知らせのみに使用いたします。

　　・インターンシップの内容、日程、事業所までのアクセス方法を確認し、行きたい事業所

8/21・22

8/20・21・22の
いずれか１日

8/19・20

8/19・20

8/19・20・23

8/21

ズー・フォニックス　アカデミー三重 8/21・22・23

8/19・21

8/19・20

8/20・21

8/20・21・22

8/20・21

8/21・22・23

8/20・21・22

8/19・20・21

●詳しいインターンシップ内容とお申込みはこちらから 

●応募締切 ： ６月２３日（日） 

三重チャレ 検索 

E-mail ： atrio@a-trio.net 


