□訓練期間６ケ月

□受講料無料

□訓練・生活支援給付金支給対象講座

【訓練情報】
［訓練期間］
平成 22 年 11 月 01 日（月）開始
平成 23 年 04 月 28 日（木）終了
［訓練時間］
9：30～16：20 月～金
［募集期間］
平成 22 年 9 月 01 日（水）開始
平成 22 年 10 月 06 日（水）終了
［選考日］
平成 22 年 10 月 07 日（木）
［選考結果通知日］
平成 22 年 10 月 08 日（金）

学習環境に配慮した施設
研修センターの一部です！

無料

【自 己 負 担 額 】
入校時指定テキストを購入して
いただきます。
【訓練の実施中止について】
応募者が最低実施人数に満たない
コースについては、訓練の実施を中止
する場合があります。
【訓練対象者】
パソコンスキル(Word・Excel・Internet
Explorer)に関する基礎的スキルを有する者

【訓練実施機関概要】

【講座内容】
Windows 7(OS)及び各種アプリケー
ション、ハードウェアー、ネットワー
クと情報処理の総合知識を習得し、併
せてプレゼンテーション、インストラ
クション、ファシリテーションの技
能・知識を身に付けた本格的 IT スペシ
ャリスト（インストラクター・企業内
IT トレーナー・講師）を育成する。
座学のみでなく教育実習・実技・模擬
授業に重点を置いた現場第一主義で
講座を実施する。

【受講料】

当校の授業風景です。

【教材】全 16 冊（貸不分含む）
・ICT 共有指南書・共有十か条
マイクロソフト認定 ICT マスター グランドトレ
ーナー青山 司 著 全国 3,500 名のトレーナー
を育成したインストラクターのバイブル的名著
・Windows 7 バイブル ・Worｄビジネス問題集
・Excel ビジネス問題集 ・アプリレイアウトテク
ニック ・PC 自作のテクニック ・情報リテラシ
ー ・Word 初級、中級、上級 ・Excel 初級、
中級、上級 ・PowerPoint ・HTML ホームペー
ジ作成 ※ バージョン情報 Windows ７
アプリケーション 2007

【資格取得】（要受験）

千葉県知事認証

担当： 宍倉・関根

TEL：０43-244-0014
URL http://www.recre21.jp
■［便利な交通アクセス JR千葉駅徒歩 4分］
■［公共機関各種 IT 講座受託永年の実績］
■［全機種 OS Windows 7 Office2007］
■［独自編集「教科書」
「教材」での講義］
■［就職活動支援の実施（個別対応）
■［実践で役立つスキルの習得第 1 主義］

お申込み お問い合わせは
最寄りの「ハローワーク」

または上記まで！！
［詳しくは裏面もご覧ください］
施設見学受け付け中！
当研修センターでは、教材・授業内容・
講師・施設等詳細について、お申込みの
前に訪問、確認されることをお奨めいた
しております。お気軽にお越しください。

■ Microsoft MOS (Word 2007・Excel 2007
PowerPoint2007・Outlook2007)

■ Microsoft Office Master
■ MCT Microsoft Crtified Trainer
（資格試験の受験料は本人負担）

□千葉県労働局職業安定部・ハローワーク
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/chiba.html

□厚生労働省職業能力開発局能力開発課
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/index.html

□中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp

□訓練期間 6 ケ月

□訓練・生活支援給付金支給対象講座

管轄ハローワークにて受
講申し込み手続きをする。
（受講申請書が交付され
ます）

□受講料無料

リ・クリエイション２１
選考予約先にTELをする。
（選考予約番号と選考会
場集合時間の確認）

選考当日は集合時間までに
お集まりください。（ハロ
ーワークにて手続き済みの
受講申請書を持参する。）

【募集期間】

9 月 1 日（水）～10 月 6 日（水）

JR 千葉駅

【選考方法・募集定員】
面接試験

モ
ノ
レ
ー
ル

定員 30 名

京成 千葉
三越

面接試験を実施いたします。
面接時間は、先着受付順になります。

そごう
ジュンヌ

【選考会場及び選考予約先】

コンビニ

研修センター

ハローワークちば
駅前プラザ

担当 宍倉・関根
受付時間：10：00～17：00（土日祝を除く）

【選考結果後のハローワ
ク手続きについて】
選考の結果、合格された
方は、現在の住所又は居
所を管轄するハローワ
ークにて受講勧奨の交
付手続き、訓練・生活支
援給付金を希望される
方は受給資格認定申請
の手続きをして下さい。

【訓練・生活支援給付金
の資格要件】
右記のすべてに該当する
方が訓練・生活支援給付金
の支給対象となる方です。

レクサス

ボーリング場
京成千葉中央

【訓練・生活支援給付金】

職業訓練を受講している間、生活支援給付金が支援されます。
□扶養者のいる方：12 万円（借入希望者は、プラス 8 万円）
□上 記 以 外 の 方：10 万円（借入希望者は、プラス 5 万円）
※遅刻・欠勤・早退等で訓練への出席率が8 割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
※一定の要件を満たされた方に支給されます。
（下記参照）詳細は「ハローワーク」にてご相談ください。
①
②
③
④

ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練又は公共就業訓練を受講する方
雇用保険求職者給付、職業転換給付金の就業促進手当及び訓練手当を受給できない方
世帯の主たる生計者である方（申請時点の前年の状況によります）
申請時点で年収見込み 200 万以下、かつ世帯全体の年収見込みが 300 万以下の方
※収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み
200 万以下になるようであれば認められます。
※世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて
300 万であれば認められます。
⑤ 世帯全体で保有する金融資金（預貯金）800 万以下である方
⑥ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦ 過去 3 年間に丌正行為により、国の給付金の支給を受けていない方

□千葉県労働局職業安定部・ハローワーク
□都道府県労働局職業安定部・ハローワーク

□厚生労働省職業能力開発局能力開発課
□厚生労働省職業能力開発局能力開発課

http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/chiba.html
http://www.whiw.go.jp/kiujin/hemap.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/index.html

□中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp
http://www.javada.or.jp

