8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

企業セミ 日立地区産業支援 http://www.job- 既にシニアを雇用して有効活用されている企業経営者が、まだ
ナー・その センター
search.ibaraki.jp/ 雇用にためらっている企業に対して討論形式でその利点、人材
他（活用経
の見極め方などを話し合う。
験報告）

2016-08-02 2016-08-02 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ シニア人材活用セミナー（県北）
ンター

シニア

2016-08-02 2016-08-02 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

経営者・管理職のための女性活
用研修(西部）

その他（経営 企業セミ
者・管理職 ナー
等）

ＴＫＰ浜松アクトタ http://jinzai.siz- 経営戦略のための女性活躍推進の具体的な事例を学ぶととも
ワーカンファレンス sba.or.jp/201606 に、成果につながる男女の違いを理解し、注意の仕方・叱り方、
ルームＣ
29-1487
やる気にさせる言葉のかけ方など、成果を出す社員育成のポイ
ントとスキルを習得します。
【STEP1】 企業における女性活躍推進の現状と取組事例
【STEP2】 男女の違いを理解する
【STEP3】 部下の力の引出し方 管理職3つのスキル
【STEP4】 やる気を引き出す「傾聴」ポイント
【STEP5】 やる気を引き出す「ほめ方」「叱り方」ポイント
【STEP6】 明日からの実践に向けて

2016-08-02 2016-08-02 香川県

高松商工会議所

若手社員フォローアップセミナー

誰でも

企業セミ
ナー

高松商工会議所４
階401会議室

2016-08-03 2016-08-03 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

ウェスタ川越 3階
研修室3

http://www.west
akawagoe.jp/acce
ss/

2016-08-03 2016-08-03 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

その他（経営 企業セミ
者・管理職 ナー
等）

レイアップ御幸町
ビル5－Ｂ

http://jinzai.siz- 経営戦略のための女性活躍推進の具体的な事例を学ぶととも
sba.or.jp/201606 に、成果につながる男女の違いを理解し、注意の仕方・叱り方、
29-1487
やる気にさせる言葉のかけ方など、成果を出す社員育成のポイ
ントとスキルを習得します。

経営者・管理職のための女性活
用研修（中部）

地域中小企業の若手社員のスキルアップを図る目的で開催す
るもの。
若者の人材獲得に困っている企業の皆様。経営課題解決のた
めの有効な戦略として、女性・シニア・外国人材等の多様な人材
（ダ イバーシティ）が注目を集めています。本セミナーでは多様
な人材をどのように採用すれば良いか、社内でどのように活躍
するの かを事例を交えながらご説明致します。

【STEP1】
【STEP2】
【STEP3】
【STEP4】
【STEP5】
【STEP6】
2016-08-04 2016-08-04 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

新現役交流会

シニア

交流会

2016-08-04 2016-08-04 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

経営者・管理職のための女性活
用研修(東部）

その他（経営 企業セミ
者・管理職 ナー
等）

三条商工会議所会 新潟県央中小企 地域金融機関等が、関東経済産業局「マネジメンター」データ
館
業支援プラット ベースを活用し、売上の向上などの課題を抱える中小企業と、
フォーム（代表機 企業などを退職された方や近く退職を予定している実務経験は
関：三条信用金 豊富なマネジメンターとのマッチングを「新現役交流会」として実
庫）
施します。
支援分野は、経営計画策定・管理・ものづくり・海外展開・若手
人材育成・販路拡大など。
東部地域イノベー http://jinzai.siz- 経営戦略のための女性活躍推進の具体的な事例を学ぶととも
ションセンター会議 sba.or.jp/201606 に、成果につながる男女の違いを理解し、注意の仕方・叱り方、
室Ａ・Ｂ
29-1487
やる気にさせる言葉のかけ方など、成果を出す社員育成のポイ
ントとスキルを習得します。
【STEP1】
【STEP2】
【STEP3】
【STEP4】
【STEP5】
【STEP6】

2016-08-04 2016-08-04 愛知県

企業における女性活躍推進の現状と取組事例
男女の違いを理解する
部下の力の引出し方 管理職3つのスキル
やる気を引き出す「傾聴」ポイント
やる気を引き出す「ほめ方」「叱り方」ポイント
明日からの実践に向けて

企業における女性活躍推進の現状と取組事例
男女の違いを理解する
部下の力の引出し方 管理職3つのスキル
やる気を引き出す「傾聴」ポイント
やる気を引き出す「ほめ方」「叱り方」ポイント
明日からの実践に向けて

企業セミ
ナー

名古屋国際セン
ター 第2研修室

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

2016-08-04 2016-08-04 香川県

特定非営利活動法人G-net 採用力強化研修第２回：自社の 若者
魅力発掘方法とその発信につい
て
高松商工会議所
合同就職説明会
誰でも

交流会

高松シンボルタ
ワー展示場

県内求職者と地域中小企業との採用マッチングを図るために開
催するもの。

2016-08-04 2016-08-04 香川県

高松商工会議所

人材セミ
ナー

サンポートホール
高松52会議室

香川県内の女性求職者と地域中小企業のマッチングを図るた
めに開催するもの。

2016-08-05 2016-08-05 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 茨城県立土浦産業技術専門学院 その他（学校 その他（職 つくばテクノロジー
ンター
職員企業見学会
職員）
員企業見 株式会社 関東情
学会）
報サービス株式会
社
静岡県中小企業団体中央 大学教職員向け企業見学バスツ その他（就職 その他（バ 浜松卸商センター
会
アー
支援担当者・ スツアー） 等
担当教授）

企業の中で学生(若者)がどの様に活躍しているか？をテーマに
企業見学会を実施。企業プレゼン後に職場見学、意見交換等を
実施する。

2016-08-05 2016-08-05 岐阜県

特定非営利活動法人G-net ホンネカフェ

若者

2016-08-05 2016-08-05 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー①

若者

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。
県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

2016-08-12 2016-08-12 山形県

株式会社キャリアクリエイト

スーツを着ない！UIターン人材と 誰でも
企業のマッチングフェアin山形

交流会

山形テルサ

https://www.car
eercreate.co.jp/note
s/info/event/ent
ry-820.html

このイベントの最大の特徴は、求人票がないこと。
企業の経営者は、常々、「いい人がいれば採用したい」と考えて
いるものです（また、現在の雇用情勢は、山形県内の企業の採
用意欲が高まりつつある環境で、この傾向はより顕著です）
通常、「求人」などの採用情報は、経営者の頭の中にあってか
ら、それが求人票になるもの。
企業の経営陣と直接話せるこのイベントでは、「求人票」として
転職市場に出回っていない、「企業の経営陣の頭の中にだけあ
る求人情報」に出会える可能性があります。
会社を事業をどうしようかと戦略を常々考えている企業の経営
陣と、あなたという「人との出会い」によって、新しい事業戦略や
新しいポジションのアイディアが生まれるかもしれません。
その可能性をぜひ体感しに来てみてください

2016-08-12 2016-08-12 山形県

株式会社キャリアクリエイト

スーツを着ない！UIターン人材と 誰でも
企業のマッチングフェアin米沢

交流会

伝国の杜

https://www.car
eercreate.co.jp/note
s/info/event/ent
ry-820.html

このイベントの最大の特徴は、求人票がないこと。
企業の経営者は、常々、「いい人がいれば採用したい」と考えて
いるものです（また、現在の雇用情勢は、山形県内の企業の採
用意欲が高まりつつある環境で、この傾向はより顕著です）
通常、「求人」などの採用情報は、経営者の頭の中にあってか
ら、それが求人票になるもの。
企業の経営陣と直接話せるこのイベントでは、「求人票」として
転職市場に出回っていない、「企業の経営陣の頭の中にだけあ
る求人情報」に出会える可能性があります。
会社を事業をどうしようかと戦略を常々考えている企業の経営
陣と、あなたという「人との出会い」によって、新しい事業戦略や
新しいポジションのアイディアが生まれるかもしれません。
その可能性をぜひ体感しに来てみてください。

2016-08-05 2016-08-05 静岡県

香川で暮らす働きたい女性応援
サロン②

女性

県内大学の就職支援担当者、担当教授を対象として、静岡県内
の重点業種である成長分野の企業を訪問する職場見学会を実
施し、業界及び中小企業に対する理解を深める。

交流会

NPO法人G-netオ
フィス
その他（企 県内企業３社
業見学）

2016-08-12 2016-08-12 山形県

株式会社キャリアクリエイト

スーツを着ない！UIターン人材と 誰でも
企業のマッチングフェアin庄内

2016-08-13 2016-08-13 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②

その他（学 琉球大学 大学会 http://urizun.lab. ①ガイダンス
生向け事 館３階 特別会議 u-ryukyu.ac.jp/ ②先輩の体験からの学習
前研修） 室
③目標設定ワーク３（プレゼンテーション）
④マナー講座２
⑤目標設定ワークショップ4（目標宣言）
⑥まとめ

2016-08-17 2016-08-17 福島県

学校法人新潟総合学院

ふくしま大卒等合同就職面接会

若者

交流会

2016-08-17 2016-08-17 佐賀県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

多様な人材活用セミナー

若者・女性・ 企業セミ
シニア・外国 ナー

アバンセ佐賀 第3
研修室B

2016-08-18 2016-08-18 宮城県

一般社団法人ワカツク

右腕を採用し、本気の経営革新
を！

その他（働き 企業セミ
方、組織変 ナー
革に関心の
ある企業経
営者、企業
支援機関担
当者の方）

仙台市市民活動サ http://www.waka 「今よりも売り上げを上げ、事業拡大を目指したい」
ポートセンター 6F tsuku.jp/7209/ 「数年先を見越して、今のうちから新規事業を始めたい」
セミナーホール（仙
「経営者の思ったことを確実に実行していく組織体にしたい」
台市青葉区一番町
社長がそう思ったときに、仕事を安心して任せることができる人
四丁目1-3）
材が社内にいるでしょうか？経営革新にチャレンジしたいが、担
い手がいない中小企業は多く、特に肝いりプロジェクトを社長と
共に本気で取り組む「右腕」的人材がいないことが課題となって
います。中小企業ではこういった「右腕」あるいは「右腕候補」と
なる人材の獲得が難しいのが現状です。しかし一方では、より
チャレンジングな仕事に取り組みたい意欲的な若手人材は存在
し、挑戦する機会を探しています。本セミナーでは「NPO法人
ETIC.」の伊藤氏をお招きし、都市部から意欲的な若者を経営者
の右腕としてマッチングした実績についてお話しを伺います。
NPO法人ETIC.では震災後から4年間で215名もの右腕となる若
者を東北地域に送り込んだ右腕プログラムの事業を展開され、
東北地域に大きなインパクトを与えてきました。その取り組みか
ら右腕採用のエッセンスをみなさまにお伝えします。将来の夢に
向かって行くために経営課題を明確にして、その課題解決を経
営者と共に行えるような経営的観点のある人材の採用や、その
ような人材を採用できるような事前の準備をしていきませんか？
【日時】2016年8月18日（木）13:30～15:00
【会場】仙台市市民活動サポートセンター 6Fセミナーホール（仙
台市青葉区一番町四丁目1-3）
【費用】無料 【定員】50名 【対象】働き方、組織変革に関心の
ある企業経営者、企業支援機関担当者の方
【主催】一般社団法人ワカツク 【共催】東北経済産業局
【講師プロフィール】 伊藤 淳司 氏
NPO法人ETIC.（エティック）
チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト マネージャー

2016-08-19 2016-08-19 宮崎県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

多様な人材活用セミナー

若者・女性・ 企業セミ
シニア・外国 ナー

KITEN 中会議室

2016-08-20 2016-08-20 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

2016-08-23 2016-08-23 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ シニア人材活用セミナー（県央）
ンター

シニア

企業セミ
ナー

2016-08-23 2016-08-23 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

その他

企業セミ
ナー

知っておきたい！高度外国人材
（外国人留学生）の活用ポイント

交流会

にこ・ふる

https://www.car
eercreate.co.jp/note
s/info/event/ent
ry-820.html

このイベントの最大の特徴は、求人票がないこと。
企業の経営者は、常々、「いい人がいれば採用したい」と考えて
いるものです（また、現在の雇用情勢は、山形県内の企業の採
用意欲が高まりつつある環境で、この傾向はより顕著です）
通常、「求人」などの採用情報は、経営者の頭の中にあってか
ら、それが求人票になるもの。
企業の経営陣と直接話せるこのイベントでは、「求人票」として
転職市場に出回っていない、「企業の経営陣の頭の中にだけあ
る求人情報」に出会える可能性があります。
会社を事業をどうしようかと戦略を常々考えている企業の経営
陣と、あなたという「人との出会い」によって、新しい事業戦略や
新しいポジションのアイディアが生まれるかもしれません。
その可能性をぜひ体感しに来てみてください。

ビックパレットふくし http://fukushima 福島労働局主催の新卒向け合同就職面接会。既卒者の参加も
ま
可。
roudoukyoku.jsite
.mhlw.go.jp/var/r
ev0/0135/6128/
201662894538.pd
f

イオンコンパス名
古屋駅前会議室

少子高齢化の進展、グローバル化やネットワーク化での競争原
理の変化、企業間競争のボーダーレス化に伴い、企業を取り巻
く環境は急激に変化しています。
そのような環境下で、中小企業は自社の競争戦略を実行するた
めに、経営に貢献する人材の獲得が不可欠になっています。
半面、少子高齢化時代において、これまでのような若手人材
の獲得はとても難しくなっています。企業がとるべき人材獲得策
は何か？これだけの大きな変化の時代において、これまでと同
じやり方を続けていいか？多くの企業は新しいやり方を取り入
れ始めています。
本セミナーでは、多様な人材の獲得により、人材難時代を乗り
切るだけでなく、企業そのものの変革を実現するための方法を
管内の中小企業・小規模事業者の経営者に啓発・伝授するもの
です。

少子高齢化の進展、グローバル化やネットワーク化での競争
原理の変化、企業間競争のボーダーレス化に伴い、企業を取り
巻く環境は急激に変化しています。
そのような環境下で、中小企業は自社の競争戦略を実行するた
めに、経営に貢献する人材の獲得が不可欠になっています。
半面、少子高齢化時代において、これまでのような若手人材
の獲得はとても難しくなっています。企業がとるべき人材獲得策
は何か？これだけの大きな変化の時代において、これまでと同
じやり方を続けていいか？多くの企業は新しいやり方を取り入
れ始めています。
本セミナーでは、多様な人材の獲得により、人材難時代を乗り
切るだけでなく、企業そのものの変革を実現するための方法を
管内の中小企業・小規模事業者の経営者に啓発・伝授するもの
です。

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。
株式会社ひたちな http://www.job- 既にシニアを雇用して有効活用されている企業経営者が、まだ
かテクノセンター search.ibaraki
雇用にためらっている企業に対して討論形式でその利点、人材
.jp/
の見極め方などを話し合う。
レイアップ御幸町 http://jinzai.siz- 静岡県内の大学には多くの外国人留学生が在籍し、専門的な
ビル5－c
sba.or.jp/201606 知識の習得のため勉学に励んでおります。語学が堪能で専門
29-1496
的知識を有する外国人留学生は、海外展開や海外移転を検討
している企業において、両国の橋渡しとなる可能性もあり、活躍
が期待されます。一方で、外国人留学生の雇用については在留
資格の変更など各種手続きが必要であり、活用方法の理解が
進まないことなどを要因として、日本での就労を希望する学生は
増加傾向にあるものの、実際の就職者は一定割合に留まって
おります。
そこで今回は、「知っておきたい！高度外国人材（外国人留学
生等）活用のポイント」というテーマのもと、外国人留学生等の
高度外国人材の雇用を検討されている企業の皆様を対象に、
採用から人材育成、職場定着までを学ぶセミナーを下記の通り
に開催致します。

2016-08-23 2016-08-23 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニアのためのセカンドキャリア
セミナー

シニア

人材セミ
ナー

2016-08-23 2016-08-23 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

女性のための再就職セミナー

女性

人材セミ
ナー

2016-08-24 2016-08-24 広島県

株式会社帝国データバンク 人手不足社会で中小企業が成功 若者・女性
するための女性・若手社員を活か
す実践事例セミナー
有限会社ミューズプランニン ことしごとフォーラム
誰でも
グ

2016-08-24 2016-08-24 熊本県

2016-08-25 2016-08-25 北海道

キャリアバンク株式会社

合同企業説明会（旭川）

2016-08-25 2016-08-25 長野県

一般財団法人浅間リサーチ ダイバーシティ経営セミナー
エクステンションセンター

第1回 産学官連携UIJターン戦
略会議

企業セミ
ナー
企業セミ
ナー

女性・シニア 交流会

天神ＮＫビル C会
議室

生涯現役で働き続けよう。第2の人生のスタートをここから開
始させるための、セカンドキャリア実現に向けた応援セミナーと
なります。
「起業」「NPO」や「ボランティア」などの働き方と合わせて契約
社員、派遣社員など、雇用スタイルについての知識などを身に
つけます。
また、ライフプランニング、リタイアメントプランニングに関して
も学び、これかの生活と仕事、社会とのつながりについて学びま
す。
天神ＮＫビル C会
再就職を希望する女性対象に、就職準備のための知識や情
議室
報を提供します。 また、企業経営者や働く先輩女性からの生の
声（事例）を聞くことで、就職 と自分のキャリアづくりへの動機
付けとなるように理解を深めて頂くセミナーを開催します。
また、自分らしい働き方、仕事と家庭を両立できる新しい働き
方を学びます。
広島YMCA国際文
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
化センター ４０５
創りの実践事例をご紹介し、実践への第一歩となる場にするた
号室
めのセミナーです。
KKRホテル熊本
http://kotoshigot 中小企業が活力を取り戻すことが熊本復興のカギ！
omusep.wix.com/ 第１部 「震災・不況に打ち克つ中小企業の原理・原則」
muse
講師：坂本光司氏
第２部 「東北中小企業の挑戦と現状～と東日本大震災からの
復興～」
講師：斎藤由布子氏
第３部 情報提供

アートホテルズ旭
川

復興期の熊本で、中小企業が基盤を強化し活力を取り戻すため
には、何が必要なのか。危機を乗り越え成長し続けている企業
から何を学べばいいのか。
東日本大震災後の中小企業復興の状況など実例も紹介する。
http://www.jobc おシゴト説明会in旭川
afe対象：全ての女性と40歳以上の男性
h.jp/index.html 北海道の底力は中小企業にあり！
服装自由・履歴書不要・予約不要・参加無料・入退場自由 キッ
ズコーナー、就職相談コーナーがあります（無料）
忙しい皆さんのご都合に合わせて、30分単位で自由に参加でき
ます。面接ではありませんので、お気軽にご参加ください！

誰でも（その
他企業経営
者、採用担
当者）

企業セミ 上田信用金庫 「し https://jinzaiban
ナー（その んきんホール」
k-nagano.com/
他関心の
ある一般
の方）

中小企業・小規模事業者の経営者・経営幹部・人事総務担当者
を対象とした、ダイバーシティ経営促進セミナーを開催。

誰でも

企業セミ
ナー

若者・女性・シニア等の多様な人材の岩手県へのUIJターンの促
進及び県内企業の円滑な人材確保に向けた、行政・大学・金融
機関・支援機関・中小企業等の有機的なネットワークづくりを目
的とした戦略会議（勉強会）です。
第一部 基調講演
～労働人口減少社会に負けない、勝ち組になるための組織づく
り～
健康経営、ワークライフバランス、ダイバーシティ経営の本質
～最小のコストで最大のやる気と成果を引き出す組織マネジメ
ント～
明治大学大学院 教授 野田 稔 氏
首都圏と東北地域との人材の好循環を促す
有機的なネットワーク形成について
株式会社社会人材コミュニケーションズ 代表取締役 宮島 忠
文 氏
第二部 UIJターン支援情報セミナー
～多様な人材確保を支援する各機関の事業紹介～
UIJターン及び多様な人材確保に向けた各種支援情報
① いわてU・Iターンサポートデスク
／ ジョブカフェいわて
② いわてUIターンフェア
／ 公益財団法人ふるさ
といわて定住財団
③ 岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点 ／ 公益財団法人
いわて産業振興センター
④ 東北地域中小企業人材確保支援事業
／ 岩手県中小
企業団体中央会

2016-08-26 2016-08-26 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

2016-08-26 2016-08-26 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（県南） 女性・シニア 企業セミ
ンター
ナー

2016-08-26 2016-08-26 埼玉県

学情・クオリティ・オブ・ライフ 外国人材採用戦略セミナー

外国

企業セミ
ナー

2016-08-26 2016-08-26 埼玉県

学情・クオリティ・オブ・ライフ シニア人材採用戦略セミナー

シニア

企業セミ
ナー

マリオス 18F 181 https://www.iwat
会議室
e-jobmatching.jp/2016
/08/05/4449/

プログラム13：30～17：00
■開催挨拶 13：30～13：40
■基調講演 13：40～14：40
■事例発表 14：40～15：40
■パネルディスカッション
15：45～16：45
■関東経済局（新ダイバーシティ100選について）
16：45～17：00

茨城県県南生涯学 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
習センター
search.ibaraki.jp/ 基づき、女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
大宮ソニックシティ https://www.soni 若者の人材獲得に困っている企業の皆様。人材採用の新たな
7階会議室（708)
c視点として、外国人材に注目が集まっています。本セミ ナーで
city.or.jp/?page_i は、外国人材を採用のメリットをお教えするとともに、具体的な
d=178
採用手法についてもお話致します。また採用 機会の有効的な
活用方法について併せてお話しします。
大宮ソニックシティ https://www.soni 若者の人材獲得に困っている企業の皆様。人材採用の新たな
7階会議室（708)
c視点として、シニア人材に注目が集まっています。本セミナーで
city.or.jp/?page_i は、シニア人材採用のメリットをお教えするとともに、具体的な採
d=178
用手法についてもお話致します。また採用 機会の有効的な活
用方法について併せてお話しします。

2016-08-26 2016-08-26 東京都

静岡県中小企業団体中央
会

静岡・山梨のあしたを一緒につく
ろう！ＵＩＪターン合同企業説明
会・面談会

2016-08-26 2016-08-26 岐阜県

特定非営利活動法人G-net ホンネカフェ

若者

交流会

秋葉原コンベンショ http://jinzai.siz- 様々な産業で日本経済をリードし、大都市圏からのアクセスも良
ンホール５Ｂ
sba.or.jp/student く、随所に豊かな自然が溢れる山梨・静岡両県で働いてみませ
/sんか？大都市圏にはない魅力が沢山あります！ 今回のイベン
detail?eventid=1 トでは、両県選りすぐりのこれからの成長が大いに期待できる優
39
良企業が出展し、これら企業との接点を持つ機会を多く設け、
きっと希望の業界、企業と出会えることと思います。
日時及び会場：平成28年8月26日（金）13:30～16:30
秋葉原コンベンションホール5B（東京都千代田区外神田1-1813 JR秋葉原駅より徒歩1分）
参加企業：静岡・山梨県内の平成29年度新卒学生採用予定企
業 約20社 静岡県参加企業：㈱インフィック（介護福祉関連事
業・静岡市駿河区）、㈱大成（電設資材卸・駿東郡清水町）、㈱
ユニテック（ソフトウェア業・静岡市葵区）、三明機工㈱（産業用
機械製造業・静岡市清水区）、㈱村松商店（管工機材卸売業・
浜松市東区）、㈱ミツイコーポレーション（美容用品卸売業・静岡
市葵区）、㈱長泉パーカライジング（金属加工業・駿東郡長泉
町）、サイバーエリアリサーチ㈱（ソフトウェア関連事業・三島市）
他 約10社参加予定 山梨県内の優良企業（機械電子、観光
関連、情報通信業等）約10社参加予定 ※参加企業の詳細に
ついては両県中央会ホームページにて8月上旬に公開します
申込方法：①ＷＥＢサイト（http://jinzai.siz-sba.or.jp/student/sdetail?eventid=139）お申込みフォームに必要事項を入力し送信
②添付案内文データ裏面「参加申込書」に所定の事項をご記入
のうえ、FAXまたはe-mailで送信 ※当日参加もOKです
お問い合わせ：・山梨県中小企業団体中央会 労働対策課 ま
で 〒400-0035 山梨県甲府市飯田2-2-1 中小企業会館4階
TEL:055-237-3215 FAX:055-237-3216 ・静岡県中小企業団体
中央会 労働対策課 まで 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追
手町44-1 静岡県産業経済会館5階 TEL:054-254-1511
FAX:054-255-0673
Email: jinzai@siz-sba.or.jp

若者

交流会

NPO法人G-netオ
フィス
池田総合体育館

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。
2016-08-26 2016-08-26 徳島県
徳島県経営者協会
合同就職面談会（三好会場）
誰でも
交流会
三好市及び東みよし町の幅広い業種の求人企業による「合同
就職面談会」です。
2016-08-26 2016-08-26 香川県
高松商工会議所
企業見学ツアー②
若者
その他（企 県内企業３社
県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
業見学）
開催するもの。
2016-08-26 2016-08-26 福岡県
一般社団法人福岡中小企 第4回 クレリア採用部
若者
企業セミ 福岡中小企業経営 問い合わせ先Ｔ 中小企業の人事採用担当者が集まりチームを形成し、採用戦
業経営者協会
ナー
者協会 会議室
ＥＬ：092-753略の立案、採用手法の学習、会社説明会での戦略などを相互
8877
研鑽する。第4回目である今日は実際に中小企業に就職予定の
内定者の大学生をゲストによび、採用活動スタート時から内定
まで、企業に対する志望度がどのように変化してきたのか？を
グラフ化しながら、学生がなにを基準に、どんな部分を魅力的で
あると感じ、逆に何をしたときに志望度が下がってしまうのかを
採用担当官とのディスカッションを通して学びあう。
2016-08-26 2016-08-26 鹿児島県 株式会社アソウ・ヒューマ
シニアのためのセカンドキャリア シニア
人材セミ アイムホール 第1
生涯現役で働き続けよう。第2の人生のスタートをここから開
ニーセンター
セミナー
ナー
会議室
始させるための、セカンドキャリア実現に向けた応援セミナーと
なります。
「起業」「NPO」や「ボランティア」などの働き方と合わせて契約
社員、派遣社員など、雇用スタイルについての知識などを身に
つけます。
また、ライフプランニング、リタイアメントプランニングに関して
も学び、これかの生活と仕事、社会とのつながりについて学びま
す。
2016-08-26 2016-08-26 鹿児島県 株式会社アソウ・ヒューマ
女性のための再就職セミナー
女性
人材セミ アイムホール 第１
再就職を希望する女性対象に、就職準備のための知識や情
ニーセンター
ナー
会議室
報を提供します。 また、企業経営者や働く先輩女性からの生の
声（事例）を聞くことで、就職 と自分のキャリアづくりへの動機
付けとなるように理解を深めて頂くセミナーを開催します。
また、自分らしい働き方、仕事と家庭を両立できる新しい働き
方を学びます。
2016-08-27 2016-08-27 岐阜県
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 NPO法人G-netオ
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
ナー
フィス
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。
2016-08-29 2016-08-29 福島県
学校法人新潟総合学院
福島市就職ガイダンス
誰でも
交流会
コラッセふくしま
http://www.city.f 主に福島市内の企業が参加する合同就職説明会、対象は一般
ukushima.fukushi 求職者、平成２９年３月卒の新卒学生。
ma.jp/soshiki/16
/syourourousei1
5120101.html
2016-08-30 2016-08-30 新潟県
新潟県中小企業団体中央 外国人材活用セミナー
外国
企業セミ 新潟ユニゾンプラ http://job海外進出・海外との取引をしている、したい中小企業を対象に外
会
ナー・人材 ザ
hiroba.com/
国人材の採用メリット・活用方法・成功事例・法的手続き・習慣・
セミナー
風習等を内容とした講習会を開催します。出席した企業へは
フォローアップとして後日、巡回企業支援をおこなう。
2016-08-30 2016-08-30 福岡県
株式会社アソウ・ヒューマ
多様な人材活用セミナー
若者・女性・ 企業セミ 天神ビル 1号会
少子高齢化の進展、グローバル化やネットワーク化での競争
ニーセンター
シニア・外国 ナー
議室
原理の変化、企業間競争のボーダーレス化に伴い、企業を取り
巻く環境は急激に変化しています。
そのような環境下で、中小企業は自社の競争戦略を実行するた
めに、経営に貢献する人材の獲得が不可欠になっています。
半面、少子高齢化時代において、これまでのような若手人材
の獲得はとても難しくなっています。企業がとるべき人材獲得策
は何か？これだけの大きな変化の時代において、これまでと同
じやり方を続けていいか？多くの企業は新しいやり方を取り入
れ始めています。
本セミナーでは、多様な人材の獲得により、人材難時代を乗り
切るだけでなく、企業そのものの変革を実現するための方法を
管内の中小企業・小規模事業者の経営者に啓発・伝授するもの
です。

