12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

2016-09-02 2016-12-14 熊本県

有限会社ミューズプランニン ことしごとカレッジ
グ

女性

人材セミ
ナー・その他
（インターン
シップ）

くまもと県民交流 http://kotoshigot 「ことしごと」は、わたしらしく働く・暮らす女性を応援するプロジェ
館パレア/水前寺 omusep.wix.com/ クト。
参道コワーキング muse
出産や育児、介護などで離職したり、自分らしい働き方を探して
スペースCo-Muse
いる女性を対象に「今だからできるステップアップ」講座を開講し
ます。
基礎・実践講座では「どんな仕事にも通用するスキルと考え
方」、「シゴトが面白くなる課題解決力」を身に付けます。
選択講座では、「強みを磨いて自信」につなげるパソコンスキル
や電話対応、ファイリング事務を学びます。
最終段階の再就職実践講座では、面接対策も実施。
期間中、希望者はインターンシップ（職業体験）も行います。

2016-10-15 2016-12-10 東京都

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

その他
（経営者）

研修

神楽坂HCスタジオ http://www.tama ■ 貴社でこんな課題はございませんか?
web.or.jp/archive 「期待の新人がなかなか成果を出せない」
s/6674
「合同説明会参加しても学生がなかなか集まらない。内定を出し
た学生は大企業へ」
「やる気に満ちていたはずの新入社員は、社内で転職サイトを
閲覧」
「意図していないのにもかかわらず職場の雰囲気が暗い。会話
がしにくい」
「社員のキャリアプランと会社が期待する成果がかみ合わない」
■本講座の「４つの特色」
「大手企業で活躍した経営者の方々から理想の経営者像やリー
ダーシップについて気づきが得られる」
「積極的に人材育成・定着に取り組む企業を生の事例として学
べる」
「２０名以内の少数精鋭塾とし、経営者が共に学び切磋琢磨す
る」
「３ヶ月間の短期集中実践講座」
■受講後のイメージ
「自社で取り組むべき課題が明確になった」
「同じ課題を抱える経営者と議論しあえる仲間になれた」
「他社の成功事例を自社に応用するきっかけを得られた」
「職場の雰囲気が徐々に明るく変わりはじめた」・・・

2016-11-01 2016-12-05 東京都

学情・クオリティ・オブ・ライフ 地域のキラリ企業
合同企業説明会

若者

交流会

東京都立産業貿易
センター台東館

2016-11-05 2016-12-23 東京都

株式会社社会人材コミュニ
ケーションズ

若者・女性・ 人材セミナー 東京都港区西新橋 https://gakusya. 2016年11月から12月まで全8回の講義を通じて皆さんが充実し
シニア・誰で
3-25-33ＮＰ御成門 org/except_tokyo たキャリア設計ができるようにお手伝いいたします。
も
ビル４階
/event/557/
セミナーの中では東北地方の企業経営者をゲストにお迎えして
マッチングイベントも予定しております。
１回のみの参加も可能ですので、どうぞお気軽にご参加ください
☆

志ある若い人材が応募したい会
社！活躍する会社！幹部研修

キャリアセミナー全8回

【埼玉県】【千葉県】【神奈川県】【新潟県】4県の企業が120社参
加！今回は各県の企業が30社ずつ参加します。地元での就職
を希望している方は、今までの就活では出会ったことのない企
業に出会えるかもしれません！このチャンスをお見逃しなく！年
内の内定獲得に向けて、新しい企業に出会いましょう！

こんな方におススメです
・「まだ転職は」という方から「今仕事を探しています」という方ま
で幅広く参加可能！
・採用する側（経営者）の意見も聞け、採用する側の視点が分か
る数少ない機会です。
・仲間と一緒に行うワーク中心の楽しい講座です。
2016-11-27 2016-12-27 東京都

一般社団法人えひめ若年人 四国若者1000人会議
材育成推進機構

2016-12-01 2016-12-01 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

2016-12-01 2016-12-01 石川県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ

2016-12-01 2016-12-01 石川県

若者

人材セミナー アーツ千代田

http://www.3331 愛媛出身者や愛媛の興味ある学生・若者に向けて、愛媛の暮ら
.jp/
しや地元中小企業の魅力を発信。

交流会

新潟大学総合
教育棟

http://jobhiroba.com/

若者

インターン
シップ

株式会社リニア・
サーキット

企業訪問を通じて経営者・社員様のインタビューと業務体験の
ワークショップを実施。1日を通じて働く社員、職場の魅力をダイ
レクトに訴求できるイベント。

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ

若者

インターン
シップ

オリエンタルチエン
工業株式会社

企業訪問を通じて経営者・社員様のインタビューと業務体験の
ワークショップを実施。1日を通じて働く社員、職場の魅力をダイ
レクトに訴求できるイベント。

2016-12-01 2016-12-01 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 社会人のリアルを知る
サービス

若者

交流会

名桜大学

社会人講話を行い大学生の就業意識を高める

2016-12-01 2016-12-01 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 社会人のリアルを知る
サービス

若者

交流会

沖縄国際大学

社会人講話を行い大学生の就業意識を高める

2016-12-02 2016-12-02 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 自社の魅力アップ労務管 誰でも
理改善セミナー

企業セミナー 大通会館リリオ
https://www.iwat 中小企業における人材の募集・採用、配置・異動、教育訓練、
3F イベントホール e-job人事考課、昇進・昇給、賃金や労働時間の管理等、退職に至る
matching.jp/2016 までの一連の流れを適正に管理し、労働生産性を向上させるた
/10/13/4566/
めの実践者育成セミナーを開催します。
第2回は「労働環境改善に向けたモチベーション、メンタルヘル
ス対策、就業規則等の労務管理諸規程の見直しについて」解説
予定です。

2016-12-03 2016-12-03 山梨県

山梨県中小企業団体中央
会

経営者等 × 学生 交流会～県 若者
内中小企業の魅力を発見し、企
業えらびと働くということについて
考える～

交流会

2016-12-03 2016-12-03 愛知県

特定非営利活動法人G-net 第3回アイデアソン

若者

企業セミナー 名古屋笹島会議室
RoomB

アイデア(Idea)とマラソン(Marathon) を合わせた造語で、特定の
テーマについてグループ単位でアイデアを出し合い、それをまと
めていく形式のイベント。

2016-12-03 2016-12-03 愛知県

特定非営利活動法人G-net 第4回アイデアソン

若者

企業セミナー 名古屋笹島会議室
RoomB

アイデア(Idea)とマラソン(Marathon) を合わせた造語で、特定の
テーマについてグループ単位でアイデアを出し合い、それをまと
めていく形式のイベント。

2016-12-05 2016-12-05 東京都

新潟県中小企業団体中央
会

若者・女性・ 交流会
外国

魅力発信事業「必見！成長分野 若者
の経営者に聞こう 何が魅力?」

地域のキラリ企業
合同企業説明会

山梨学院大学
クリスタルタワー
6階

東京都立産業貿易
センター台東館

http://www.chuo
kaiyamanashi.or.jp/
archives/7344

魅力発信事業「必見！成長分野の経営者に聞こう 何が魅力?」
若者の「キャリア意識形成と自己成長」を新潟県の重点産業（成
長分野）の経営者から直接講話を聞く交流会です。

県内中小企業の経営者等と学生の交流の場として、『経営者等
と学生との交流会』を開催いたします。この交流会では、『県内
中小企業の魅力を発見し、企業えらびと働くということについて
考える』をテーマに、県内中小企業への学生の就職の促進を目
的に、県内中小企業のPR と企業の求める人材像などについて
意見交換を行い、学生に県内中小企業への理解を深めてもらう
ことを目的に交流をはかります。就活サイトでは得ることのでき
ないライブならではの「出会い」「発見」が必ずあります。

成長分野に携わる中小企業等を中心に。都市部の優秀な若者
（ＵＩＪターン人材）との合同企業説明会によるマッチング・コー
ディネートを千葉県・埼玉県・神奈川県・新潟県の各人材コーデ
イネート機関で実施する。

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

2016-12-05 2016-12-05 愛知県

エンプロ株式会社

キャリアデザイン研修【全４回】① 女性
コミュニケーション研修

企業セミ
ウインクあいち
ナー・人材セ （愛知県産業労働
ミナー・研修 センター）
1801会議室

～自分らしいワーク＆ライフスタイルを見つけよう～
キャリアトランプを使って、楽しくゲーム感覚でグループメンバー
とともに自己理解を深めていただきます。自己を整理し、大切な
価値観に気づき、手に入れたい未来に向けて歩き出しましょ
う！
【10：00～12：00】
①コミュニケーション研修
誰もが心地よく、安心して働ける職場を目指して。職場内での同
僚・上司とのコミュニケーションについて、「コミュニケーションは
なぜ大切か？具体的にどうすればよいか？」を中心に学びま
す。

2016-12-05 2016-12-05 愛知県

エンプロ株式会社

キャリアデザイン研修【全４回】② 女性
ワークライフバランス研修

企業セミ
ウインクあいち
ナー・人材セ （愛知県産業労働
ミナー・研修 センター）
1801会議室

～自分らしいワーク＆ライフスタイルを見つけよう～
キャリアトランプを使って、楽しくゲーム感覚でグループメンバー
とともに自己理解を深めていただきます。自己を整理し、大切な
価値観に気づき、手に入れたい未来に向けて歩き出しましょ
う！
【13：00～15：00】
②ワークライフバランス研修
育児や介護と、仕事との両立は大変です。がんばっている自分
自身を客観的にとらえ、自分にOKを出してあげましょう。ワーク
もライフも大切にしたいと思う気持ちを応援します。

2016-12-06 2016-12-06 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 コミュニケーション能力
アップ研修

企業セミナー 大通会館リリオ
https://www.iwat 若手社員や中堅社員等が参加し、上司、部下、同僚、取引先等
3F イベントホール e-jobと様々な関係性の中で〝上手なコミュニケーション″を取れるよ
matching.jp/2016 うに、それぞれの立場で必要とされるマネジメント能力につい
/10/13/4580/
て、定義や方法論を学びます。さらに、現場をイメージした演習
で、マネジメント実践力を習得します。
第2回は「自律と能力を引き出すコーチング講座」です。

2016-12-06 2016-12-06 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

大学教職員等と中小企業等との 若者
交流会

交流会

ビエント高崎
602研修室

討議・交流形式にて、中小企業等と大学等関係者が情報交換を
行うことで、教職員等が中小企業等に関する理解を深めること
ができる交流会を実施する。

2016-12-06 2016-12-06 愛知県

一般社団法人中部産業連
盟

シニア人材マッチング
（豊川信用金庫）

シニア

交流会

豊川信用金庫
研修センター ２F

大手企業ＯＢ（シニア人財）の豊富な知識や経験を貴社の経営
に活かす

2016-12-06 2016-12-06 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 社会人のリアルを知る
サービス

若者

交流会

沖縄国際大学

社会人講話を行い大学生の就業意識を高める

2016-12-07 2016-12-07 愛知県

特定非営利活動法人G-net キャリアセミナー

若者

人材セミナー ウインクあいち
1007

内定の獲得のみをゴールとはせずに，生涯を通じ目標に向かっ
て「自分で」キャリアを積んでいく力をつけるためのトータルプロ
グラムです。
「みぎうでキャリアスクール」では，自己分析や，働き方に関する
知識の習得や実践，専属コーディネーターとの面談を経て，「こ
んな働き方がしたい」「働きながらこんなやりがいを得たい」と
いった職業観の醸造を進めていきます。

2016-12-08 2016-12-08 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第三回）

若者

人材セミナー ファイブブリッジ

いぐするテラスは、地元で活躍する大人をゲストスピーカーとし
て囲んで、その人の仕事や取り組みについて対話形式で話を聞
けるイベントです。

2016-12-08 2016-12-08 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

人材定着支援事業

若者

人材セミナー 新潟産業大学

中小企業等への内定者の対して、研修を通じ、社会人としての
必要な知識を学ぶことにより、人材の定着率向上を図ることを
目的とする。座学、ワーク形式による講義を中心とした合同研修
を実施する。

2016-12-08 2016-12-08 長崎県

株式会社日本マンパワー

オシゴトーキング
（小規模合同企業面談会）

誰でも

交流会

2016-12-09 2016-12-09 愛知県

エンプロ株式会社

女性のための職場見学・体験ツ
アーin名古屋

女性

交流会・イン エイベックス株式 https://www.enp 女性活躍に力を入れている、名古屋市内のものづくり企業の職
ターンシップ 会社～アルプスス ro.co.jp/monojyo 場見学ができます。
チール株式会社 /event/
現場の担当者から説明を聞いたり、職場を見学する事でよりご
自身の働く姿をイメージしていただけます。
また、企業ではどのような人材を求めているかの理解を深めて
いただくことができます。
ご自身で『見て、聞いて、確かめて』みませんか？お仕事にご興
味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

2016-12-09 2016-12-09 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

第８回クレリア採用部

若者

企業セミナー アクア博多
会議室D

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
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
研鑽する。第３回目である今日は会社の強みや弱みをどのよう
に発信し、魅力を伝えているのか、そして求める学生と応募学
生とのギャップなどについて話し合い、求める人材にむけてどの
ように魅力を発信していくべきかディスカッションを行う。

2016-12-09 2016-12-09 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 外国人留学生
サービス
合同企業説明会②

外国

交流会

外国人留学生と地元企業とのマッチングを図る合同企業説明会
の第二回目

2016-12-10 2016-12-10 熊本県

株式会社熊本日日新聞社

その他
（学生）

人材セミナー 熊本学園大学
http://job14号２階1421号室 kumamoto.jp/

「自分らしい働き方」を考える、をテーマに、これから就職してい
く県内の大学等に在籍している学生の皆さんが、地元において
自分らしい将来のキャリアビジョンを描くきっかけになればと考
えております。
具体的には、実際に地元企業で働く中堅社員、管理職の方々を
パネリストに迎えて、仕事と結婚、子育て等の家庭生活との両
立、自分が望む生き方を実現するための男女共同参画の視点
など、将来について意見交換を行います。

2016-12-11 2016-12-11 石川県

特定非営利活動法人G-net アイデアソン

若者

企業セミナー 金沢学生のまち市
民交流館交流ホー
ル

アイデア(Idea)とマラソン(Marathon) を合わせた造語で、特定の
テーマについてグループ単位でアイデアを出し合い、それをまと
めていく形式のイベント。

2016-12-11 2016-12-11 石川県

特定非営利活動法人G-net アイデアソン

若者

企業セミナー 金沢学生のまち市
民交流館交流ホー
ル

アイデア(Idea)とマラソン(Marathon) を合わせた造語で、特定の
テーマについてグループ単位でアイデアを出し合い、それをまと
めていく形式のイベント。

2016-12-13 2016-12-13 愛知県

エンプロ株式会社

女性

交流会・イン 曙工業株式会社～ https://www.enp
ターンシップ イセ工業株式会社 ro.co.jp/monojyo
～株式会社サンワ /event/
金型

女性活躍に力を入れている、安城市内のものづくり企業の職場
見学ができます。
現場の担当者から説明を聞いたり、職場を見学する事でよりご
自身の働く姿をイメージしていただけます。
また、企業ではどのような人材を求めているかの理解を深めて
いただくことができます。
ご自身で『見て、聞いて、確かめて』みませんか？お仕事にご興
味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

くまもと白熱教室2016

女性のための職場見学・体験ツ
アーin安城

誰でも

長崎西洋館１階
イベントスペース

http://sougoshug
yo.pref.nagasaki.j
p/top_info?infono
=216&category_n
o=0&genre=1

琉球大学
50周年記念館

午前の部、夕方の部と２回に分け、企業面談会を開催。ハロー
ワークと連携し優良求人なのに採用にいたっていない中小企業
等を１０社お呼びして実施します。求職者は事前のイベントに参
加いただいたシニア・女性の求職者を中心に、共催の長崎県総
合就業支援センター、ハローワーク西洋館センターからの募集
も募ります。訓練生等のニーズも考え、夕方１７時３０分まで開
催するとともに、主婦層向けに託児所も完備して実施します。

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

西南学院大学キャリアセミナー

若者

人材セミナー 西南学院大学

「中小企業の魅力の探し方」を主なテーマにセミナーを実施す
る。
大手リクルーティングが便利な反面、学生本人が自分の志向性
を吟味しないままに就職活動が進んでしまうことの落とし穴に注
意喚起を行った上で、豊富な人事担当経験を持ちながら地元経
済団体事務局として日常的に地元中小企業の魅力を知る講師
が、人事担当者及び中小企業経営者の両方の視点から、中小
企業の魅力を語る。中小企業経営者の思いや価値観は、具体
的事例を用いながら説明することで理解を深めていく。

2016-12-13 2016-12-13 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

2016-12-13 2016-12-13 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 社会人のリアルを知る
サービス

若者

交流会

琉球大学

社会人講話を行い大学生の就業意識を高める

2016-12-14 2016-12-14 愛知県

特定非営利活動法人G-net 若手異業種交流会

若者

交流会

名駅モリシタ名古
屋駅前
中央店第4会議室

参加者同士の交流とプロコーチによるワークショップを実施する
イベント。

2016-12-14 2016-12-14 愛知県

特定非営利活動法人G-net 定着支援研修第4回：活躍する社 若者
会人のコアスキル―マーケティン
グ―

企業セミ
ナー・研修

グロービス経営大
学院名古屋校

中小企業の右腕人材の育成を目的として、右腕人材としてのマ
インドや、マーケティング、クリティカルシンキングなどのスキル
を学ぶ研修。

2016-12-14 2016-12-14 香川県

高松商工会議所

学生と社会人の交流会②

誰でも

企業セミ
香川大学
ナー・人材セ
ミナー

2016-12-14 2016-12-14 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

即戦力就職応援フェスタ（大規
模）

若者・女性・ 交流会
シニア・外国

2016-12-14 2016-12-22 広島県

株式会社帝国データバンク 未来の働き方シンポジウム

誰でも

企業セミナー TKPガーデンシティ
広島
ダイヤモンドホー
ル

2016-12-15 2016-12-15 宮城県

一般社団法人ワカツク

その他

企業セミナー HSGビル内
3F ごかい

2016-12-15 2016-12-15 愛知県

特定非営利活動法人G-net キャリアセミナー

若者

人材セミナー ウインクあいち
1007

内定の獲得のみをゴールとはせずに，生涯を通じ目標に向かっ
て「自分で」キャリアを積んでいく力をつけるためのトータルプロ
グラムです。
「みぎうでキャリアスクール」では，自己分析や，働き方に関する
知識の習得や実践，専属コーディネーターとの面談を経て，「こ
んな働き方がしたい」「働きながらこんなやりがいを得たい」と
いった職業観の醸造を進めていきます。

2016-12-15 2016-12-15 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 社会人のリアルを知る
サービス

若者

交流会

名桜大学

社会人講話を行い大学生の就業意識を高める

2016-12-15 2016-12-17 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

課題解決型インターンシップの実 若者
施

インターン
シップ

PLUS＋アンカー

５日間程度の日程にて、業務課題解決カリキュラムを組み込ん
だインターンシップを実施する。

2016-12-17 2016-12-17 東京都

株式会社社会人材コミュニ
ケーションズ

無料特別講座あなたの強みの見 女性・シニ
つけ方
ア・誰でも

人材セミナー 東京都港区西新橋 https://gakusya. ◆無料講座内容
3-25-33
org/except_tokyo ・あなたの強み=大人のＣＡＮの見つけ方
ＮＰ御成門ビル４階 /event/796/
・大人のＣＡＮを活かす志向性＝ＣＡＮの原点の見つけ方
・ＣＡＮの統合による可能性の広げ方
・人生天気図から２つのＣＡＮを導き出すワーク体験

2016-12-17 2016-12-17 岐阜県

特定非営利活動法人G-net キャリアセミナー

2016-12-17 2016-12-17 京都府

一般財団法人大阪労働協
会

外国人留学生のための日本企業 外国
を理解するセミナー＆交流会（京
都）

企業セミ
国立京都国際会館 http://osakajob 日本で働きたいと思っている留学生と企業との交流会です。
ナー・交流会
fair.com/event 日本企業で働いている海外人材の社員さんをお招きして実際の
/detail/global- 働き方や活躍をご講演していただいたり、当日参加する日本企
業とディスカッション形式で交流できる時間もご用意します。
rookies.php

2016-12-18 2016-12-18 東京都

高松商工会議所

愛媛・香川の交流会

誰でも

その他

リトルトーキョー

2016-12-18 2016-12-18 東京都

一般社団法人えひめ若年人 愛媛・香川の魅力発信小規模交 誰でも
材育成推進機構
流会

交流会

リトルトーキョー

2016-12-19 2016-12-19 宮城県

一般社団法人ワカツク

人材セミナー T-Biz（東北大学連
携ビジネスイン
キュベータ）

いぐするテラスは、地元で活躍する大人をゲストスピーカーとし
て囲んで、その人の仕事や取り組みについて対話形式で話を聞
けるイベントです。

2016-12-20 2016-12-20 埼玉県

学情・クオリティ・オブ・ライフ ダイバーシティ×ダイレクトリク
ルーティングセミナー（第四回）

その他
企業セミナー 大宮もしくは東京・
（企業の人事
神田
担当者向け）

現在、日本は「人材難時代」に突入しています。企業の人材難
は、むしろこれからが本番といえます。ダイバーシティ×ダイレク
トリクルーティングセミナーでは、採用目標を達成するため、満
足できる質の人材を採用し続けるために、企業が今後取り組む
べきことを実践的に学んでいきます。

事業創造セミナー

いぐするテラス（第四回）

若者

若者

県内学生と地域で働く社会人が交流できる場を創出し、地域中
小企業への興味・関心を高めるために実施するもの。

天神ビル
10号会議室

即戦力を求める中小企業・小規模事業者と求職者（若手人材・
女性（主婦等）・シニア人材）との合同の企業説明会、就職イベ
ントを実施します。県内で即戦力を求める中小企業と自分の可
能性を発揮させたい求職者とのマッチングイベントとします。
イベント会場では、企業説明会だけでなく、個別キャリアカウン
セリング、適性検査等を行います。また、自治体等の公的就職
支援機関とも連携しイベントを運営致します。
外食産業の第一線で活躍する方々をお招きし、外食産業の未
来を展望するシンポジウム。
基調講演ならびにパネルディスカッションで未来と働き方を展望
する。
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ンシップ。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 G-netオフィス

内定の獲得のみをゴールとはせずに，生涯を通じ目標に向かっ
て「自分で」キャリアを積んでいく力をつけるためのトータルプロ
グラムです。
「みぎうでキャリアスクール」では，自己分析や，働き方に関する
知識の習得や実践，専属コーディネーターとの面談を経て，「こ
んな働き方がしたい」「働きながらこんなやりがいを得たい」と
いった職業観の醸造を進めていきます。

首都圏の人材に向けて地元企業をＰＲする
https://www.fac
ebook.com/event
s/123526950317
7914/

四国若者1000人会議参加者や首都圏在住で愛媛に興味ある学
生・若者に向けて、愛媛の暮らし方や地元中小企業の魅力を発
信。
（高松商工会議所と連携）

ご参加ご希望の場合は、
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域中小企業人材コーディネート事業（埼玉県）運営事務局
株式会社クオリティ・オブ・ライフ
Tel: 03-3526-6751
FAX: 03-3526-6752
E-mail: kirari-saitama@qol-inc.com
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
までご連絡ください。

開始日

終了日

都道府県 事業者

2016-12-22 2016-12-22 三重県

エンプロ株式会社

イベント名

対象人材

【女性のための職場見学会】細や 女性
かな顧客ニーズに応える！各種
パッケージ等のデザイン会社＠
三重県四日市市

形態

会場

交流会・イン 株式会社P.D.P.ラ
ターンシップ イブリー

URL

概要

https://www.enp 三重県四日市市を拠点に、種苗ラベルや化粧品をはじめとした
ro.co.jp/monojyo 各種パッケージ・販促物の企画・デザイン、印刷全般を請け負う
/event/
企業にて、職場見学と先輩女性社員との座談会を開催します！
「イラストレーターやフォトショップを使用したことがあるけど、経
験を生かしきれていない」「デザイナー経験があるけど、ブランク
がある･･････」という方、まずは一度、職場見学にいらっしゃいま
せんか？
”ものづくり企業”で働く「楽しさ」や「やりがい」を間近で知ること
が出来るチャンス！
現場の担当者様からの説明を聞いたり、職場を見学する事でよ
りご自身の働く姿をイメージして頂けますし、現場ではどのような
人材を求めているかの理解を深めて頂くことができます。
不明な点や不安な点は、この機会に経営者や働く先輩女性に
何でも聞いてください！

2016-12-24 2016-12-24 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

第2回 若手社員ピアカウンセリン 若者
グ

2016-12-30 2016-12-30 秋田県

公益財団法人秋田県ふるさ Aターンフェアinイオンモール秋田 誰でも
と定住機構

企業セミナー 群馬県若者就職支
援センター
東毛サテライト

若手社員（入社３年以内）がグループで本音を語り合い、ファシ
リテーターが付きその場をコントロールします。

交流会

「県内中小企業・市町村移住担当」とＵＩＪターン希望者や、その
ご家族とのマッチングイベント

イオンモール秋田

