7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

概要

問い合わせ先Ｔ 各大学で「地元中小企業の魅力と探し方」を中心にセミナーを実
ＥＬ：092-753施。大学側の要望を確認しつつ、とり行う。今回は長年人事キャ
8877
リアを積み、現福岡中小企業経営者協会常務理事である古賀
氏による講演を行う。
http://www.jobc ２５ブース、道内の中小企業２４社・経済団体に出展頂きます。
afeどんな企業が、どんな商品を作ってるか、どんな仕事をしている
h.jp/event/semin か直に聞けるチャンスです。
ar/back/cgibin/popup.cgi?nu
m=1470

2016-07-01 2016-07-01 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

学内キャリアセミナー＠福岡女学 若者
院大学

人材セミ
ナー

福岡女学院大学

2016-07-02 2016-07-02 北海道

キャリアバンク株式会社

合同企業説明会（札幌）

若者

交流会

キャリアバンク株
式会社

2016-07-02 2016-07-02 宮城県

一般社団法人ワカツク

事業創造セミナー

その他（経営 企業セミ
者および経 ナー
営人材）

2016-07-05 2016-07-05 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 女性のためのポジティブ・ 女性
コミュニケーションゼミナール

2016-07-05 2016-07-05 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

新入社員向け合同研修

2016-07-06 2016-07-06 香川県

高松商工会議所

香川で暮らす働きたい女性応援
サロン

2016-07-07 2016-07-07 秋田県

公益財団法人秋田県ふるさ 第１回 集中支援セミナー
と定住機構

2016-07-09 2016-07-09 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ・シゴトフェスタ説明会 若者

人材セミ
ナー

2016-07-09 2016-07-09 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス うりずんプロジェクト2016夏期イン 若者
サービス
ターンシップ事前研修①

その他（学 琉球大学 大学会 http://urizun.lab. ①オリエンテーション
生向け事 館３階 特別会議 u-ryukyu.ac.jp/ ②意識付け「インターンシップの意味を考える」
前研修） 室
③受入企業による講話
④マナー講座①
⑤目標設定ワークショップ①インターンシップ受け入れ企業・団
体（業界）の研究
⑥まとめ

2016-07-12 2016-07-12 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

企業セミ
ナー

三条商工会議所会 http://job館
hiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=577cb59c8782
0

[シニアの活用を知らないではもう済まされない！」
―内容―
■シニア人材は宝の宝庫
■シニアの経験知を活かす組織とは
■暗黙知を活用した新しい価値創造の方法
[シニアの活用を知らないではもう済まされない！」
―内容―
■シニア人材は宝の宝庫
■シニアの経験知を活かす組織とは
■暗黙知を活用した新しい価値創造の方法

2016-07-12 2016-07-12 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 新入社員のための合同研修 第 若者
サービス
一回

研修

沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

入社 3 年目以内の就業者の早期離職を防ぐためのセミナーを
開催する。社会人基礎力や PDCA サイクル、報･連・相の確認
はもちろんのこと、退職することのデメリットや楽しく働くための
心 構えをレクチャーする。新入社員として同じような悩みを抱え
る異業種他社の若手人材同士のネ ットワークを構築することも
イベントの目的とする。3回シリーズの第１回。

2016-07-13 2016-07-13 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第3回 女性のためのポジティブ・ 女性
コミュニケーションゼミナール

人材セミ
ナー

プラザおでって

2016-07-13 2016-07-13 宮城県

一般社団法人ワカツク

mamaのはじめの一歩♪

人材セミ
ナー

レンタルスペース
「シャンパレス」

2016-07-13 2016-07-26 岡山県

株式会社帝国データバンク 相互啓発による「人材確保・職場 若者
定着」 新入社員コミュニケーショ
ン研修

人材セミ 岡山県立図書館
ナー・研修 サークル活動室

平成28年度の新入社員を対象として、「社会人として必要なコ
ミュニケーションを習得することができる」研修を７月に開催！
年齢や価値観の違う相手への理解を深め、社内外を問わず「円
滑な人間関係」を築くために必要なビジネスコミュニケーション
の基本スキルを学ぶ。そして相手との共有認識を増やし、世代
間のギャップを減らすことで、お互いにストレスお少ない関係を
構築する。
グループワークやロールプレイングが中心の研修！
（主催 岡山県中小企業団体中央会）

2016-07-13 2016-07-13 香川県

高松商工会議所

誰でも

人材セミ
ナー

香川大学経済学部
キャンパス

学生を中心に、地域中小企業の魅力を発信することを目的に開
催するもの。

2016-07-14 2016-07-14 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。

2016-07-15 2016-07-15 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 常磐大学・茨城キリスト教大学職 その他（学校 その他（職 千曲鋼材株式会社
ンター
員合同企業見学会
職員）
員企業見 株式会社野上技研
学会）

ものづくり企業の中で文系学生がどの様に活躍できるか？を
テーマとして企業見学会を実施する。
企業プレゼンの後、ものづくり職場、事務所を見学後、意見交換
を実施する。

2016-07-16 2016-07-16 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ・シゴトフェスタ説明会 若者

人材セミ
ナー

ウインクあいち
1306

大学生向けに夏休みに開催するシゴトリップ（複数企業取材型
インターンシップ）、シゴトフェスタ（合同企業説明会）の事前説明
会。

2016-07-19 2016-07-19 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

企業セミ
ナー

アイーナ 501

シニア人材活用セミナー

きらり企業発見講座

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。

人材セミ
ナー

プラザおでって

若者・女性

企業セミ
ナー

新潟ユニゾンプラ
ザ

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/06/10/4036/
http://jobhiroba.com/

女性

人材セミ
ナー

北浜アリー カフェ
umie

その他（経営 企業セミ
者等）
ナー

シニア

女性

第1回 企業向け「多様な人材確 誰でも
保×経営革新セミナー」

秋田テルサ

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
セミナーです。
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
す。
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。
香川県内の女性求職者と地域企業とのマッチングを図るために
実施するもの。
「人材に選ばれる企業」に生まれ変わるためのセミナー対象とし
て県内企業６社を選出し、人材確保から育成・定着までの一貫
した支援を５回シリーズで行う。
大学生向けに夏休みに開催するシゴトリップ（複数企業取材型
インターンシップ）、シゴトフェスタ（合同企業説明会）の事前説明
会。

名駅モリシタ名古
屋駅前中央店第4
会議室

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/06/11/4038/

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
セミナーです。
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
す。
「育児期間はブランク」「資格がなければ再就職できない」
「やっぱり働き始めるのは早かった」と思う、本当の原因は？
２人の講師が、経験から語る
立ちはだかる壁と上手な解消法を
『お片付け術』と『マインドセット＆マネージメント』で紐解き、
明日からの一歩♪を描くためのフレームワークを行います。
ママが働き始めるために、仕事を続けていく為に、
「おうちのマネジメント」を始めてみませんか？
働きたいアナタ、上手な子離れ育児をしたいアナタ
イライラをニコニコに変えませんか？

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/07/05/4058/

若者、女性、シニア等の多様な人材を活かし、その能力が最大
限発揮できる機会を提供することで、中小企業のイノベーション
を生み出し価値創造につなげていく…。こうした考えを経営戦略
へ落とし込み、職場環境の改善に向けたステップアップ型のセミ
ナーを開催します。なぜ今ダイバーシティ経営が注目されている
のか、というところから実際の採用手法の見直しまでをテーマと
した全６回のセミナーです。
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企業セミ
ナー

アトリウム長岡

http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=577c972b2d87
a

専門家を招聘したセミナー形式にて、女性人材活用の有用性の
講義、女性人材採用に向けた企業の取組事例の紹介等を行
う。
若者中心に採用していた中小企業等に対して、女性人材の活
用について意識啓発を行うことにより、女性人材の活用を促す
ことを目的とする。

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。

2016-07-19 2016-07-19 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

女性人材活用セミナー

女性

2016-07-21 2016-07-21 宮城県

一般社団法人ワカツク

事業創造セミナー

その他（経営 企業セミ
者）
ナー

2016-07-21 2016-07-21 愛知県

特定非営利活動法人G-net 採用力強化研修第１回：自社の 若者
魅力発掘方法とその発信につい
て
新潟県中小企業団体中央 女性人材活用セミナー
女性
会

企業セミ
ナー

名古屋駅前店第2
会議室

企業セミ
ナー

新潟ユニゾンプラ
ザ

2016-07-23 2016-07-23 東京都

公益財団法人秋田県ふるさ 秋田県Aターン就職フェアin東京
と定住機構

交流会

中野サンプラザ

2016-07-23 2016-07-23 東京都

静岡県中小企業団体中央
会

交流会

2016-07-23 2016-07-23 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ・シゴトフェスタ説明会 若者

人材セミ
ナー

2016-07-23 2016-07-23 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

研修

2016-07-23 2016-07-23 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 外国人留学生合同企業説明会
サービス

秋葉原コンベンショ http://jinzai.siz- 2017年卒業予定の大学生・大学院生対象
ンホール5Ｂ
sba.or.jp/201606 東京で静岡の企業に会える！（参加無料）
14-1463
●住みやすく働きやすい静岡で「ワークライフバランス」を実
現！
●若手社員と気軽に話ができるから沢山情報が入手できま
す！
「交流会型」の説明会は学生満足度が高いイベントです（2016年
7月開催：満足97.4％）
開催日時：平成28年7月23日（土）13：00～17：00（※受付12：00
～）
13時までに受付を済ませると参加企業のＰＲが聞けます！
会 場：秋葉原コンベンションホール５Ｂ 東京都千代田区外神
田１－１８－３秋葉原ダイビル５Ｆ
（交通：ＪＲ秋原原駅より徒歩１分）
参加企業：2017年卒新卒学生採用企業20社
【参加予定企業（一部）】
しずおか信用金庫、静清信用金庫、静岡商工会議所、静岡ガス
グループ会社、静鉄グループ会社 他優良企業
申込方法：以下のURLのイベント一覧から事前予約ができます
http://jinzai.siz-sba.or.jp/student
事前予約特典：事前予約者は別途キャリアカウンセラーによる
個別相談を承ります。
静岡の優良企業の情報提供だけでなく個別に選考のアドバイス
なども受けることができます。（申込自由）
※都合に合わせて別途日程調整を設定します。
主催：関東経済産業局
共催：静岡商工会議所
受託：静岡県中小企業団体中小企業団体中央会
協力：静岡市
名古屋国際セン
大学生向けに夏休みに開催するシゴトリップ（複数企業取材型
ター 第3研修室
インターンシップ）、シゴトフェスタ（合同企業説明会）の事前説明
会。
西鉄イン福岡Ｂ
お問い合わせ先 中小企業では同期が少なく社内で悩みを抱えた場合でも同世
ホール（福岡市中 ＴＥＬ：092-753- 代の相談相手を見出しにくい環境にあることから、本音で話せる
央区天神1-16-1） 8877
同世代・異業種交流の場を提供する。今回はＬＥＧＯブロックを
ツールにして、思考を表現し、組織の「チームビルディング」「コ
ミュニケーション活性」「問題解決」などを促進するユニークな研
修メソッドで働き甲斐や目標などを見つめなおすきっかけを提供
していく。
琉球大学 大学会
日本語学校はじめ海外人材が多数在籍する専門学校とタイアッ
館
プし、合同企業説明会を開催す る。留学生への周知広報手段
としては琉球大学国際連携推進課及び同大学が幹事を務める
沖縄地 域グローバル人材コンソーシアムに協力いただき事業
推進する。すでに海外人材の採用経験のあ る企業はもちろん
のこと、顧客リストの中から今後海外人材を採用･活用する予定
の企業へも参加 を促す。

2016-07-25 2016-07-25 宮城県

一般社団法人ワカツク

働き方を見直して、強い組織を創 誰でも
る～「経営戦略」としてのワーク・
ライフバランス

企業セミ
ナー

仙台商工会議所
7階大会議室

2016-07-25 2016-07-25 埼玉県

学情・クオリティ・オブ・ライフ ダイバーシティ採用戦略セミナー 誰でも

企業セミ
ナー

2016-07-25 2016-07-25 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

企業セミ
ナー

大宮ソニックシティ https://www.soni 多様な人材が企業経営向上にもたらす可能性をはじめ、具体的
８階会議室（８０７） cに多様な人材をどのように採用していけばよいかお話します。
city.or.jp/?page_i
d=178
新潟ユニゾンプラ http.//job[シニアの活用を知らないではもう済まされない！」
ザ
hiroba.com/
―内容―
■シニア人材は宝の宝庫
■シニアの経験知を活かす組織とは
■暗黙知を活用した新しい価値創造の方法

2016-07-22 2016-07-22 新潟県

誰でも

首都圏在住学生との「交流会型」 若者
合同企業説明会

地域で同期をつくろう！ＬＥＧＯを 若者
使ったワークショップ型研修

シニア人材活用セミナー

外国

シニア

交流会

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、
実践型のセミナー
http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=577c972b2d87
a

専門家を招聘したセミナー形式にて、女性人材活用の有用性の
講義、女性人材採用に向けた企業の取組事例の紹介等を行
う。
若者中心に採用していた中小企業等に対して、女性人材の活
用について意識啓発を行うことにより、女性人材の活用を促す
ことを目的とする。
県外在住で秋田県内へのUIターンを希望する社会人等を対象
に、秋田県内企業人事担当者との個別面談会・セミナーの開催

http://www.waka 社員が、出産・介護などのライフイベントに直面しても辞めずに
tsuku.jp/7027/ 生き生きと活躍し続けられる。売上げも、残業ゼロもあきらめな
い。組織を見直すことで、働きやすく成果もあがる職場環境を整
えることは可能です。老若男女を問わず、多くの人が子育て、介
護などがきっかけで働き方の変化を迫られる「リスク」を抱えて
います。リスクがない人を雇用することは困難なこの時代、社員
一人ひとりの変化に対応していくことが必要になってきていま
す。変化に対応できる柔軟性があれば、個人の働く上での制約
の有無に関わらず、成果を出せる優秀な人材を雇用でき、働き
続けてもらえるのです。変化に適応できるしなやかさは、社内の
制度や価値観を見直していくことで生まれます。今の組織を大き
く変えなくても、社員の働き方を見直せば実現できる。それが、
「ワーク・ライフバランス」。ワーク・ライフバランスを通じて、変化
に強い組織を創ることができるのです。地域企業が実践できる、
働き方を見直して強い組織を創る方法とは？これまで900社へ
のコンサル経験を持つ「株式会社ワーク・ライフバランス」から、
現役のコンサルタントをお呼びし、変化の激しい時代を生き抜く
組織創りについてお話します。
【講師】 大塚 万紀子 氏 （株）ワーク・ライフバランス
創業メンバー・パートナーコンサルタント
豊富な知識をもとに現場の働き方にそったコンサルティングを提
供、労働時間を削減しながら売上・利益を上げるなどの成果を
出している。自らのコーチングスキルを活かしながら、多くの経
営者と“経営戦略としてのワーク・ライフバランス”について対話
を続け、ダイナミックな働き方改革を仕掛けることを得意とする。
行政組織における働き方の見直しや、地域創生の鍵としての働
き方改革促進についても経験が深い。
主な顧客は経済産業省、㈱リクルートスタッフィング等。二児の
母。

開始日

終了日

都道府県 事業者

イベント名

対象人材

形態

若者

企業セミ
ナー

会場

2016-07-25 2016-07-25 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

クレリア採用部主催 採用セミ
ナー

2016-07-26 2016-07-26 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 企業向け「多様な人材確 誰でも
保×経営革新セミナー」

2016-07-26 2016-07-26 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第一回）

2016-07-27 2016-07-27 長崎県

株式会社日本マンパワー

女性活躍推進企業から学ぶ勉強 女性
会

企業セミ
ナー

2016-07-28 2016-07-28 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

成長分野企業と文系学生等との 若者
交流会

交流会

2016-07-29 2016-07-29 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 女性・シニア人材セミナー（県央） 女性・シニア 企業セミ
ンター
ナー

㈱ひたちなかテク
ノセンター

2016-07-30 2016-07-30 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ・シゴトフェスタ説明会 若者

ウインクあいち
1309

若者

URL

概要

都久志会館 401 問い合わせ先Ｔ 中小企業でも積極採用に成功している企業の事例を中心にセミ
会議室（福岡県福 ＥＬ：092-753ナーを行う。地元ベンチャー企業の社長、業界の中でも採用志
岡市 中央区天神４ 8877
望者が後を絶たない会社の人事責任者や元大手メーカー人事
丁目８−１０）
担当者による講演、パネルトークを行うことにより、改めて採用
の重要性や進め方のポイントを学ぶ機会を提供していく。
企業セミ マリオス 18F 181 https://www.iwat 若者、女性、シニア等の多様な人材を活かし、その能力が最大
ナー
会議室
e-job限発揮できる機会を提供することで、中小企業のイノベーション
matching.jp/2016 を生み出し価値創造につなげていく…。こうした考えを経営戦略
/07/05/4099/
へ落とし込み、職場環境の改善に向けたステップアップ型のセミ
ナーを開催します。なぜ今ダイバーシティ経営が注目されている
のか、というところから実際の採用手法の見直しまでをテーマと
した全６回のセミナーです。
その他（座 株式会社アクセル
■概要
談会）
モード仙台支社
学生と企業の座談会
■目的
学生：
就職先を考える上で企業の理解が乏しい若者に向け、
企業の方との接点をつくることで、キャリア観の醸成を図る
企業：
自社の魅力をPRし、採用や企業の認知度向上につなげる

人材セミ
ナー

長崎西洋館中2階 http://sougoshug
yo.pref.nagasaki.j
p/top_info?infono
=164&category_n
o=0&genre=1
高崎市総合福祉セ
ンター

女性活躍推進企業「㈱日本政策金融公庫 福岡支店 園田様」を
お迎えして企業の取り組みなどを講演いただきます。その後自
社の取り組みや課題などの情報交換（交流会）を有識者を交え
実施します。

中小企業等経営者による出前講義、中小企業等で働く若手・中
堅社員による中小企業等で働く魅力の講話による中小企業等
経営者、従業員と学生との交流会です。
http://www.job- 中小企業・小規模事業者の皆さんに本事業の主旨に基づき、女
search.ibaraki.jp/ 性やシニアを雇用するメリットを昨今の人で不足状況も鑑み理
解してもらう
大学生向けに夏休みに開催するシゴトリップ（複数企業取材型
インターンシップ）、シゴトフェスタ（合同企業説明会）の事前説明
会。

