6月開催済みイベントリスト（公開希望限定）

開始日

終了日

都道府県 事業者

イベント名

対象人材

形態

会場

URL

ジョブカフェ北海道 http://www.jobc
afeh.jp/event/semin
ar/back/cgibin/popup.cgi?nu
m=1467
ジョブカフェ北海道 http://www.jobc
afeh.jp/event/semin
ar/back/cgibin/popup.cgi?nu
m=1467

概要

2016-06-01 2016-06-01 北海道

キャリアバンク株式会社

転職・新卒GOGO企業説明会（札 若者
幌）

交流会

2016-06-02 2016-06-02 北海道

キャリアバンク株式会社

転職・新卒GOGO企業説明会（札 若者
幌）

交流会

2016-06-02 2016-06-02 広島県

株式会社帝国データバンク 多様な社員が活躍する組織を創 女性・誰でも 企業セミ
るダイバーシティ経営セミナー
ナー

2016-06-03 2016-06-03 北海道

キャリアバンク株式会社

転職・新卒GOGO企業説明会（札 若者
幌）

2016-06-07 2016-06-07 青森県

プラットフォームあおもり

中小企業経営力強化研修会 in
弘前

2016-06-07 2016-06-08 島根県

株式会社帝国データバンク いい会社づくりセミナー

2016-06-08 2016-06-08 青森県

プラットフォームあおもり

2016-06-11 2016-06-11 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 2016夏期インターンシップフェア
サービス
（うりずんプロジェクト）

2016-06-12 2016-06-12 宮城県

一般社団法人ワカツク

ウーマンフェスタ2016

女性

人材セミ ＡＥＲ（仙台市情
ナー・交流 報・産業プラザ）
会

2016-06-13 2016-06-13 香川県

高松商工会議所

新入社員スキルアップセミナー

誰でも

2016-06-14 2016-06-14 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座②

誰でも

企業セミ
ナー
人材セミ
ナー

2016-06-15 2016-06-15 青森県

プラットフォームあおもり

中小企業経営力強化研修会 in
八戸

青い森信用金庫本 http://platform- 【社員のやる気と能力を引き出す戦略的な人材育成】をテーマ
店営業部 別館３ aomori.org/
に３回シリーズで開催。今回第3回目は「社員のやる気を引き出
階会議室
す教え方・褒め方・叱り方」です。

2016-06-16 2016-06-16 宮城県

一般社団法人ワカツク

事業創造セミナー

若者・女性・ 企業セミ
シニア
ナー・人材
セミナー・
研修
その他（経営 企業セミ
者および経 ナー
営人材）

2016-06-16 2016-06-16 愛知県

特定非営利活動法人G-net ホンネカフェ

若者

交流会

東ビル401

2016-06-17 2016-06-17 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 新人研修
ンター

若者

研修

2016-06-22 2016-06-22 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

2016-06-22 2016-06-22 秋田県

公益財団法人秋田県ふるさ 第２回 中小企業経営者・採用担 その他
と定住機構
当者向け「人が採れない本当の
理由が不愉快なくらい明確になる
セミー」

企業セミ
ナー

株式会社ひたちな http://www.job- ポジティブ心理学をベースとしたビジネスマナー、コミュニケー
かテクノセンター search.ibaraki.jp/ ションの取り方、落ち込んだ時の感情のコントロール等、基本的
研修ホール
viewer/info.html? かかわり技法を実践します。仕事だけでなく、生活をより豊かに
id=583
充実したものにするための「自分のポジティブ感情」を理解し、
人間の行動と根底にあるものを考えます。
プラザおでって
https://www.iwat 女性が、仕事で、家庭で、ストレスフリーの働き方をするための
e-jobセミナーです。
matching.jp/2016 午後からはキャリアカウンセラーによる個別相談会を実施しま
/05/31/3956/
す。
秋田ビューホテル http://www.furus 5月30日、6月22日の２回に分けて、前編・後編の２部構成
ato-teiju.jp/
県内の中小企業経営者・採用担当責任者、自治体職員並びに
経済団体職員等を対象に、中小企業の課題である人材の確保
に関する戦略的な採用活動についてのセミナーを開催
・自社が「なぜ人材確保に窮しているのか」を掘り下げて、次の
アクションへの戦略を構築
・中小企業経営者等の人材確保戦略の成功事例の講演

2016-06-23 2016-06-23 愛知県

特定非営利活動法人G-net （説明会）中小企業が右腕人材を 若者
採用するにあたって

企業セミ
ナー

2016-06-26 2016-06-26 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

普段着就活 歴史篇

人材セミ
ナー

2016-06-28 2016-06-28 長崎県

株式会社日本マンパワー

シニア人材採用のための助成金 シニア
活用セミナー

中小企業経営力強化研修会 in
青森

若者

交流会

人材セミ
ナー

企業セミ
ナー

対象は44歳以下の求職者や平成29年3月卒業予定の学生、出
展企業は5社程度のミニマッチング会。30分間の説明会を5回実
施する。

広島ＹＭＣＡ国際 http://www.chug 経済のグローバル化や少子高齢化が進む中で、地域企業が競
文化センター コン oku.meti.go.jp/ev 争力強化を図るためには、多様な人材が活躍できる組織創りが
ベンションホール ent/jinzai/16052 欠かせません。特に、若者・女性・シニアなど一人ひとりが能力
0.html
を発揮することでイノベーション・価値創造に参画していくダイ
バーシティ経営の推進が求められています。
本セミナーでは、多様な人材の能力を最大限に引き出し、成
果に繋げていく組織創りの実践事例をご紹介すると共に、皆さ
まと共に実践への第一歩となる場にしたいと考えております。

ジョブカフェ北海道 http://www.jobc
afeh.jp/event/semin
ar/back/cgibin/popup.cgi?nu
m=1467
若者・女性・ 企業セミ 東奥信用金庫本店 http://platformシニア
ナー・人材 6階大会議室
aomori.org/
セミナー・
研修
誰でも
企業セミ 浜田ステーション
ナー
ホテル サンラポー
むらくも
若者・女性・ 企業セミ 青い森信用金庫青 http://platformシニア
ナー・人材 森営業部 ７階会 aomori.org/
セミナー・ 議室
研修
若者・誰でも その他（イ 琉球大学 大学会 urizun@to.jim.uンターン 館３階 特別会議 ryukyu.ac.jp
シップフェ 室
ア）

第1回 女性のためのポジティブコ 女性
ミュニケーションゼミナール

対象は44歳以下の求職者や平成29年3月卒業予定の学生、出
展企業は20社程度の中規模合同企業説明会。30分間の説明
会5回実施する。

対象は44歳以下の求職者や平成29年3月卒業予定の学生、出
展企業は5社程度のミニマッチング会。30分間の説明会を5回実
施する。

【社員のやる気と能力を引き出す戦略的な人材育成】をテーマ
に３回シリーズで開催。今回第1回目は「社員のやる気を引き出
す教え方・褒め方・叱り方」です。
「日本でいちばん大切にしたい会社」が分かる１００の指標」の考
え方をはじめ、「いい会社」の事例を紹介します。
【社員のやる気と能力を引き出す戦略的な人材育成】をテーマ
に３回シリーズで開催。今回第2回目は「社員のやる気を引き出
す教え方・褒め方・叱り方」です。
2016年夏期のインターンシップを希望する学生と、受入企業と
のマッチング会。
【第１部】ではうりずんプロジェクトの概要、スケジュールなどの
確認、企業担当者の講話、経験学生による体験談など。
【第２部】県内約４０社の企業ブースによるマッチング会を行う。

http://womanfes 昨年は3,000人来場のイベントであり、今年は、女性が働きやす
ta.com/
い社会づくりをテーマに掲げ、女性のみならず男性の来場者を
増やすことも目標とする。
＜ウーマンフェスタ基本コンセプト＞
この度、女性がもっと輝ける社会づくりを目指した市民活動とし
て「ウーマンフェスタ2016」を開催する運びとなりました。
今年で3回目となる今回のイベントでは、それぞれの人生のス
テージに立つ女性達が一同に集まり、力を合わせて創り上げて
いきます。そして、自分らしい人生を自分で作っていく「自立した
輝く生き方」を、あらゆる切り口で提案し、女性の人生を応援して
いく場所になることを目指します。

高松商工会議所

新入社員のスキルアップを図ることを目的に開催するもの。

㈱ソレイユ

学生に地域の中小企業の魅力を伝えることを目的に開催する
講座。

ＨＳＧﾋﾞﾙ内 ３Ｆ
ごかい

http://www.waka 事業展開を加速させる、社長の「右腕」人材の出会い方・活かし
tsuku.jp/5258/ 方をお伝えしています。
全国で、10年以上展開してきた長期実践型インターシップ 。そ
の事例から導き出された「事業成果の向上と社員育成を同時に
叶える秘訣」をお伝えし、社内で活用できる具体的な方法をワー
クショップを交えてご紹介します。
企業様と学生がカジュアルな場で、座談会形式でお話しするイ
ベントです。

イオンコンパス 名
自社の魅力発掘・発信方法から、採用戦略立案まで実施する、
古屋駅前会議室
実践型のセミナー
RoomA
松楠居（福岡市中 問い合わせ先Ｔ 講義で登場した歴史的事象の背景や偉人の生きざまから感じ
央区大名2-1-16） ＥＬ：092-753たものを、企業経営者・採用担当者・学生が円座し各々の立場
8877
で意見交換を行
う。立場の違いやキャリアの違いから生まれる価値観や考え方
の違いを共有しながら、参加学生たちが参加企業の事業内容
や経営理念に関心を持てるよう促す。
長崎西洋館中２階 http://sougoshug 助成金を活用することにより、経験やスキルの豊富なシニア人
セミナールーム
yo.pref.nagasaki.j 材の採用が可能となる「助成金活用セミナー」を開催します。28
p/top_info?infono 年度助成金の最新情報を分かりやすく解説します。
=155&category_n １３：３０～１５：３０
o=0&genre=1

開始日

終了日

都道府県 事業者

イベント名

対象人材

形態

会場

URL

概要

新入社員向け合同研修

若者・女性

企業セミ
ナー

アトリウム長岡

http://jobhiroba.com/

座学及びグループワーク形式による講義を中心とした合同研
修。
同期がいない中小企業等の新入社員（入社1年目）に対して、研
修を通じた人的交流や、社会人としての必要な知識を学ぶこと
により、定着率の向上を図ることを目的とする。
長野県中小企業採用担当者と都市部（長野県外）の大学就職
支援担当者を対象とした情報交換交流会。
学生の就職状況等の情報交換、また中小企業採用担当者と大
学就職支援担当者との新たな関係構築、接点の拡大を目的と
する。

2016-06-29 2016-06-29 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

2016-06-30 2016-06-30 東京都

一般財団法人浅間リサーチ 大学と長野県中小企業との情報 その他（大学
エクステンションセンター
交換会 in 東京
就職支援担
当者、企業
採用担当者）

その他（大 国際ファッションセ 問合せ先ＴＥＬ：
学就職支 ンター3F ＫＦＣ
0268-21-4377
援担当者 ホール
と長野県
中小企業
との情報
交換交流
会）

2016-06-30 2016-06-30 愛知県

特定非営利活動法人G-net ホンネカフェ

若者

交流会

アライブ名古屋 伏
見店

企業様と学生がカジュアルな場で、座談会形式でお話しするイ
ベントです。

2016-06-30 2016-06-30 徳島県

徳島県経営者協会

誰でも

企業セミ
ナー

アスティとくしま 第
5会議室

このセミナーは、企業が多様な人材を活かす「ダイバーシティ企
業力」の向上を図ります。
（講師：三菱UFJリサーチ&コンサルティング 米村 紀美 氏）

ダイバーシティ企業力深掘りセミ
ナー

