1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

http://urizun.lab. 県内の大学生・短大生・修士学生・専門学校生を対象に夏期休
u-ryukyu.ac.jp/ 業期間に就業体験を行う。

2016-08-15 2017-01-31 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
サービス
夏期インターンシップ

若者

インターン
シップ

沖縄県内

2017-01-10 2017-01-10 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

新入社員合同セミナー

若者

研修

神奈川近代文学館

2017-01-12 2017-01-12 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第五回）

若者

人材セミナー ファイブブリッジ

2017-01-12 2017-01-12 秋田県

公益財団法人秋田県ふるさ 第４回 集中支援セミナー
と定住機構

その他
企業セミナー 秋田テルサ
（経営者等）

「人材に選ばれる企業」に生まれ変わるためのセミナー受講対
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。

2017-01-12 2017-01-12 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

若手社員セミナー

若者

入社2・3年目の若手社員を対象に、これまでの仕事の基本スキ
ルを振り返り、今後職場で期待される役割を認識することで成
長意欲を高めます。また他社の参加者と交流することで社外
ネットワーク作りに役立てます。

2017-01-12 2017-01-12 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

女性＆シニア人材活用セミナー

女性・シニア 企業セミナー 新潟日報メディア
シップ

2017-01-12 2017-01-12 愛知県

特定非営利活動法人G-net キャリアセミナー

2017-01-13 2017-01-13 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

2017-01-14 2017-01-14 福島県

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。

企業セミナー 神奈川近代文学館

http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=5850f4099e22
7

専門家を招聘したセミナー形式にて、女性人材・シニア人材活
用の有用性の講義、女性人材・シニア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・シニ
ア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・シ
ニア人材の活用を促すことを目的とする。

人材セミナー ウインクあいち
1107

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。

企業成長に直結する企業成長に 外国
直結する

企業セミナー サンピアンかわさ
き

本セミナーでは外国人技能実習生の受け入れから活用、外国
人留学生の採用から活用までのそれぞれのポイントや人材活
用に成功している企業事例などを実際に数多く手掛けている専
門家が解説します。

学校法人新潟総合学院

ふくしま大卒等合同就職面接会
郡山会場

若者

交流会

ビックパレットふくし http://fま
zinzai.com/

平成28年度卒業見込、既卒者を対象とした合同就職面接会。

2017-01-14 2017-01-14 福島県

学校法人新潟総合学院

福島市就職ガイダンス

若者

交流会

アクティブシニアセ http://www.city.f 新卒者、既卒者、一般求職者を対象としたマッチングイベント。
ンター・アオウゼ
ukushima.fukushi
ma.jp/uploaded/
attachment/591
52.pdf

2017-01-14 2017-01-14 岐阜県

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 G-netオフィス

2017-01-14 2017-01-28 東京都

株式会社社会人材コミュニ
ケーションズ

女性・シニ
ア・誰でも

人材セミ
東京都港区西新橋 https://gakusya. キャリアの次のステージへ踏み出すには準備が必要です。
ナー・イン
3-25-33
org/except_tokyo 自分の可能性を探り、なりたい自分を探りましょう。
ターンシップ ＮＰ御成門ビル４階 /event/820/
◆開催日時
1月14日（土）スタート 全3回 15時～18時
◆講座内容
1日目 1月14日(土) 『自分の可能性を知る』
2日目 1月21日(土) 『自分の方向性を知る』
3日目 1月28日(土) 『自分のなりたい姿を深く考える』

可能性再発見セミナー

若者

これまでの仕事の振り返り、今後の仕事に対する意欲を高める
機会を提供します。また、他社の社員とのグループワークで人
的交流を深めます。

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。

※1日のみのご参加も可能です。
2017-01-15 2017-01-15 東京都

株式会社社会人材コミュニ
ケーションズ

東京にない実現可能なライフスタ 女性
イルを提案します（女性）

人材セミナー コワーキングス
ペースBasis Point
東京都港区新橋219-3カシケイビル2

https://gakusya.
org/except_tokyo
/information/845
/

都市部での生活に限らず、自分らしい暮らし方、働き方を求めて
いる女性の方へ新たな仕事と暮らしのスタイルを考え始めてみ
ませんか？
東北地方の2社（北良・インターフェイス）から、東北地方での生
活、女性のキャリア形成についてお話していただくイベントです。
クロストーク＆懇親会形式で自由に質問可能です。
仕事と子育ての両立ができる働き方、豊かな環境の中での職住
接近の生活など、東京にない暮らし方、働き方を提案します。
お気軽にご参加ください！

2017-01-16 2017-01-16 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座⑥

誰でも

人材セミナー 香川大学

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。

2017-01-17 2017-01-17 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第1回 求人票作成セミナー

誰でも

企業セミナー マリオス 18F 181
会議室

首都圏、仙台等の大都市圏との給与格差は、短期間に解決で
きる問題ではないことから、給与面以外での企業の魅力を適切
に伝えるための効果的な求人票の作成方法や若者、女性、キャ
リア人材等のターゲット人材が魅力と感じる労働条件の設定の
仕方、企業の人件費予算の最適化などについて解説する全2回
のセミナーです。
第1回のテーマは「採用を真剣に考える！求人票の作成ポイン
ト」～その求人票で応募がありますか！？～

2017-01-18 2017-01-18 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

神奈川県 大学＆企業交流会【第 その他
交流会
２回】
（神奈川県内
企業・大学）

2017-01-18 2017-01-18 愛知県

特定非営利活動法人G-net キャリアセミナー

若者

川崎市教育文化会
館

人材セミナー 名駅モリシタ名古
屋駅前中央店 名
古屋駅東第2+3会
議室

神奈川県には多くの大学と企業があり、日ごろから県内にある
大学と企業の交流が活発に行われることで、一人でも多くの学
生が地元企業に就職することが学生・企業にとって大きなメリッ
トとなる。
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。

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
ウインクあいち
1801

URL

概要

2017-01-18 2017-01-18 愛知県

特定非営利活動法人G-net 定着支援研修第5回：ビジネス
若者
ケーススタディーバーチャルボー
ドミーティング―

企業セミ
ナー・研修

2017-01-19 2017-01-19 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

シニア人材活用セミナー

シニア

企業セミナー 群馬県公社総合ビ
ル4F 第一会議室

専門家を招聘したセミナー形式にて、シニア人材活用の有用性
の講義、シニア人材採用に向けた企業の取組事例紹介等を
行ったうえで、出席者同士の意見交換を実施します。

2017-01-19 2017-01-19 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

女性人材活用セミナー

女性

企業セミナー 群馬県公社総合ビ
ル4F 第一会議室

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っ
たうえで、出席者同士の意見交換を実施します。

2017-01-19 2017-01-19 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

ウインクあいち
1801

(募集終了)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。

2017-01-19 2017-01-19 宮崎県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

若者・女性・ 交流会
シニア・外国

JA・AZMホール
201

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）とのミニ合同企業説明会、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。

2017-01-20 2017-01-20 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（第五回）

即戦力就職応援フェスタ
（小規模）

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）

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。

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。
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。

2017-01-20 2017-01-20 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

神奈川県 大学＆企業交流会

その他
交流会
（神奈川県内
企業・大学）

2017-01-20 2017-01-20 鹿児島県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニア人材活用セミナー

シニア

企業セミナー アイムホール 第2
会議室

企業を成長・充実させるために、経験豊富なシニア人材の活用
などによる新たな企業戦略が必要となる。いかに多様な人材を
戦力化するか、シニア人材などが持つ能力やネットワークをどう
活かすか、大競争時代を迎えた企業経営のあるべき新しい姿に
ついて、わかりやすく解説し、成功事例等を発信する。
（セミナー内容）
・中小企業・小規模事業者をとりまく環境の変化
・少子高齢化の進展と求める人材・人物像
・シニア時代の到来 ・シニア活用の社会的必要性 ・シニア
活用の社会の実現
・シニア活躍のもたらす効果 ・シニア人材活用のイメージ
・シニア人材を活用するメリット
・シニア人材による企業支援
成功のポイント
・中小企業・小規模事業者のシニア人材活用成功事例等

2017-01-20 2017-01-20 鹿児島県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

女性活躍推進セミナー

女性

企業セミナー アイムホール 第2
会議室

先進的な企業の女性活躍推進に向けた取組を紹介するととも
に、企業の女性活躍推進を後押しすることを目的に開催する。
（セミナー内容）
・中小企業をとりまく環境の変化
・少子高齢化の進展と求める人材・人物像
・女性の力の活かし方
・日本の女性役員・管理職の現状 ・働く女性のキャリアステー
ジ
・女性の活躍を推進するための企業の取組み
・「ダイバーシティ経営企業100 選」や「なでしこ銘柄」事例紹介
等

2017-01-20 2017-01-20 長崎県

株式会社日本マンパワー

シニア向け合同企業面談会
（オシゴトーキングシニア版）

シニア

交流会

2017-01-20 2017-01-20 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 採用動画（リクルーティングムー
サービス
ビー）作成セミナー

誰でも

企業セミナー 結の街 PC研修室 http://www.haisa
ip.com/company_
seminor/%E6%8E
%A1%E7%94%A8%
E5%8B%95%E7%9
4%BB%E3%83%AA
%E3%82%AF%E3%
83%AB%E3%83%B
C%E3%83%86%E3
%82%A3%E3%83%
B3%E3%82%B0%E
3%83%A0%E3%83%
BC%E3%83%93%E
3%83%BC%E4%BD
%9C%E6%88%90%
E3%82%BB%E3%8
3%9F%E3%83%8A
%E3%83%BC/

2017-01-23 2017-01-23 福井県

福井県中小企業団体中央
会

若者・女性・ 交流会
シニア・外国

第3回ものづくり業界課題解決
マッチング会

プロミティあつぎ

神奈川県には多くの大学と企業があり、日ごろから県内にある
大学と企業の交流が活発に行われることで、一人でも多くの学
生が地元企業に就職することが学生・企業にとって大きなメリッ
トとなる。

長崎西洋館1Ｆイベ http://sougoshug セミナーやイベントに参加していただいたシニア求職者の方を対
ントスペース
yo.pref.nagasaki.j 象に小規模での合同企業面談会を開催する。企業５～６社程
p/top_info?infono 度。求人についてはシニアの働き方に合わせた求人を選択し、
=243&category_n 参加・マッチングへの効率も高める方向とする。13:30～16:00の
o=0&genre=1
開催を予定。

未定

応募者との共感を実現しやすいツールとして「採用動画（リク
ルーティングムービー）」があります。言語で会社の印象を伝え
るのは難しいものですが「写真」や「動画」は右脳にダイレクトに
訴えるためです。
最近関東でもこの採用動画に着手する企業も増えてきつつあり
ますが欧米では少し前から効果的なリクルーティングツールとし
て活用されています。
プロが作るとそれなりにお金がかかりますが採用動画はたった
１、２分を素人が撮ったものでも大変効果的です。
今回、１日完結のワークショップを企画いたしました。
講師は「ゼロから学ぶ採用・定着 企画づくりワークショップ」を
担当いただいた株式会社コヨーテ代表取締役の菊池龍之氏（シ
ナリオ作成指導）に加え、映像作家である杉本篤氏（撮影指導）
をお迎えします。

企業の抱えるさまざまな経営課題を提示する新たな形のマッチ
ング会を開催します。26年度からシニア人材向けに実施してき
た「課題解決型マッチング会」について、若者、女性、シニア、海
外人材等、中小企業にとって優秀な人材を集めて実施します。

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

2017-01-24 2017-01-24 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 求人票作成セミナー

誰でも

企業セミナー マリオス 18F 181
会議室

首都圏、仙台等の大都市圏との給与格差は、短期間に解決で
きる問題ではない事かエア、給与面以外での企業の魅力を適
切に伝えるための効果的な求人票の作成方法や若者、女性、
キャリア人材等のターゲット人材が魅力と感じる労働条件の設
定の仕方、企業の人件費予算の最適化などについて解説する
全2回のセミナーです。
第2回のテーマは「良い人材に巡り合うための労働条件改善ポ
イント」～多様な人材が求める労働条件とは～

2017-01-24 2017-01-24 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

若手社員定着セミナー

若者

企業セミナー 新潟県工業技術総 http://jobワーク・ライフ・バランスや健康経営等、中小企業等の雇用環境
合研究所
hiroba.com/gene の整備等の支援につながる研修を実施することにより、若者の
ral.php?page=2&n 定着率向上を図ることを目的とした、講義形式による研修
o=5850f8fd31bed

2017-01-24 2017-01-24 山梨県

山梨県中小企業団体中央
会

再就職を応援!!
合同就職ガイダンス2017

誰でも

交流会

ホテルクラウンパ
レス甲府
3F 富士の間

2017-01-24 2017-01-24 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

2017-01-25 2017-01-25 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

神奈川県大学教職員 企業見学
バスツアー

その他
（大学教職
員）

その他
湘南ロボケアセン
（魅力発信） ター(辻堂)・ファン
ケル総合研究所
(戸塚区)

ロボット関係企業４社の社長に会社説明・事業内容及び、今後
の将来の生活支援ロボットの活用やロボット産業の今後につい
て説明していただきます

2017-01-25 2017-01-25 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座⑦

誰でも

人材セミナー 高松大学

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。

2017-01-25 2017-01-25 鹿児島県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

定着支援セミナー

若者

企業セミナー アイムホール

若手社員向け合同研修を実施します。
中小企業は大手企業と違い、採用人数も限られており同期が少
なく、ライバルがいないことも離職してしまう原因だと考えます。
他社の同じ世代のメンバーと合同で研修を実施することで、現
在の世間での立ち位置を理解できることや、会社にとって欠か
せない存在となるような社員教育を行います。若手のみで行うこ
とで社員も期待されている役割を遂行するという目的が明確と
なり、また能力も習得することで仕事に対するモチベーションも
上げ、従業員の定着率の向上を目指します。

2017-01-25 2017-01-25 鹿児島県

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
（小規模）

若者・女性・ 交流会
シニア・外国

2017-01-26 2017-01-26 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第六回）

若者

2017-01-26 2017-01-26 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 若手従業員向け定着支援セミ
ンター
ナー

若者・その他 研修
（中堅社員）

2017-01-26 2017-01-26 香川県

高松商工会議所

人事担当者セミナー③

誰でも

企業セミナー 高松商工会議所

地域中小企業の経営者ならび人事担当者の方々に採用活動す
るにあたってのノウハウを提供するために実施するもの。

2017-01-26 2017-01-26 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座⑧

誰でも

人材セミナー 高松大学

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。

2017-01-28 2017-01-28 東京都

株式会社社会人材コミュニ
ケーションズ

メイテック西本甲介氏無料講演会 若者・女性・ 人材セミナー 明治大学駿河台 https://gakusya. ベンチャー会社に入社し、若くして経営者に上り詰めた西本氏ご
(若者）
シニア・誰で
キャンパス アカデ org/except_tokyo 自身の
も
ミーコモン
/event/919/
キャリアと経験をお話しいただきます。

http://www.chuo
kaiyamanashi.or.jp/
archives/7555

労働力人口の減少に伴い、中小企業が優秀な人材を確保する
ことは困難になっています。特に地方において地域の産業を活
性化させるためには、新卒者だけではなく多様な人材の活用が
重要となります。そこで今回は一般（シニア含む）を対象に、求
職者の再就職と、県内企業の人材確保支援のため『 再就職を
応援!! 合同就職ガイダンス ２０１７ 』 を開催いたします。あなた
のス経験(スキル)をいかすチャンスです。幅広い人材の再就職
を応援します。
社会人講話を行い大学生の就業意識を高める

アイムホール

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）とのミニ合同企業説明会、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。

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。

株式会社ひたちな http://www.job- 責任のある仕事を任されるようになったものの、会社の求めるこ
かテクノセンター search.ibaraki.jp/ とや上司からの指示に対して納得のいかないことも出てくる、こ
れが中堅社員です。グループディスカッションの中で、そんな中
堅社員のホンネを語って頂き、同じ中堅社員同士の交流を深
め、中堅社員だからこそ感じている不安や不満を埋めるための
コツである「強み」を引き出します。

自らを律するためにいつも心がけていた行動原理とは、
自分の考えを伝えるためにずっと習慣としていたこととは…
自分の力でプロフェッショナルとしてのキャリアを切り開こうとし
ている方にむけて
アツいメッセージと共にお届けします。ご参加、お待ちしていま
す！
2017-01-28 2017-01-28 東京都

公益財団法人秋田県ふるさ Aターン就職フェアin東京
と定住機構

誰でも

交流会

中野サンプラザ

2017-01-28 2017-01-28 東京都

株式会社キャリアクリエイト

誰でも

交流会

KFCホール（国際
ファッションセン
ター3F）
東京都墨田区横網
(よこあみ)一丁目6
番1号

ヤマガタユアターンサミット2017

県外在住で秋田県内へのUIJ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

https://www.car
eercreate.co.jp/note
s/info/event/ent
ry-895.html

ヤマガタユアターンサミットは、「東京で、ヤマガタとの関わり方
を考える」というコンセプトで、「山形県内在住の方」やゲストと対
話・交流するイベントです。山形県に興味関心を持っている県外
在住の方と、県内からやってきたゲストや参加者同士で対話を
行うことで、県外で山形が気になっている皆さんに「これからの
山形の関わり方」を、主体的に考えるきっかけにしてもらおうとい
うイベントです。
今回は、ゲストの「山形県内で挑戦を続ける山形県の地元企業
の経営者30人」や「首都圏在住ながら積極的に山形と関わって
いる人達」とざっくばらんに話すことで、山形県のいま・山形で働
くことについて理解を深められる座談会を開催。
とはいえ、このイベントは、普通の就職合同説明会ではありませ
ん！
会場の皆さんが普段着のフランクな雰囲気の中、車座になって
ゲストと参加者同士がざっくばらんに話す座談会です。

2017-01-28 2017-01-28 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
福島会場

若者

交流会

コラッセふくしま

http://fzinzai.com/

平成28年度卒業見込、既卒者を対象とした合同就職面接会

開始日

終了日

都道府県 事業者

イベント名

対象人材

2017-01-28 2017-01-28 熊本県

株式会社熊本日日新聞社

天草市・苓北町合同企業説明会 誰でも

2017-01-28 2017-01-28 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2017
若者
サービス
春期インターンシップ事前研修①

2017-01-30 2017-01-30 大分県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

2017-01-31 2017-01-31 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

即戦力就職応援フェスタ
（小規模）

形態

会場

URL

概要

交流会

天草市民センター https://job体育館
kumamoto.jp

インターン
シップ

琉球大学 大学会 http://urizun.lab. 2017春期インターンシップ実習生向けに事前研修を行う。
館3階特別会議室 u-ryukyu.ac.jp

天草市、天草郡苓北町に事業所をおく企業の合同説明会。高
校、大学等の今春卒業予定者、中途採用希望者、パート・アル
バイト希望者などいろんな求職ニーズに対応する。午後1時～4
時開催。

若者・女性・ 交流会
シニア

大分ホルトホール

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）とのミニ合同企業説明会、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。

若者

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

交流会

