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

2017-08-01

2017-08-01

沖縄県

2017-07-26

2017-08-02

2017-08-02

イベント名

対象人材

形態

会場

株式会社りゅう 社会人のリアル 若者
せきビジネス
を知る
サービス

交流会

沖縄国際大学

県内大学の教授とタイアップし、正課の授業内社会人ゲストを招聘し、講話を行う。経営者の登壇を「地域のエクセレントカン
パニー講座」、若手従業員や人事担当者など従業員の登壇を「社会人のリアル」と銘打って開催する。数年後に社会に出る
自身のイメージを描き、就業意識を高めることを目的とする。
沖縄ヤクルト様の登壇

熊本県

株式会社熊本 若手社員のた 若者
日日新聞社
めのスキルアッ
プセミナー

企業セミナー

熊本日日新聞社
本館２階ホール

熊本県内事業所に勤める入社3年目までの若手社員が対象。カリキュラムは、7月26日がメールコミュニケーション、対人コ
ミュニケーション、8月2日がビジネスマインドと仕事の進め方、ロジカルスピーキング。いずれも専門講師を招く。両日とも13：
30～17：40。2日は交流会も。参加は無料。詳しくは熊日スキルアップセミナー係☎096-360-3344（平日9：30～17：30）まで。
定員30人になり次第、締め切る。

2017-08-02

宮城県

2017-08-03

2017-08-03

東京都

2017-08-04

2017-08-04

京都府

一般社団法人 ワーク・ライフ
ワカツク
バランスセミ
ナー
一般財団法人 信州上田大仕
浅間リサーチエ 事相談会2017
クステンション （ブース参加）
センター
オムロン パー ダイバーシティ
ソネル株式会 経営シンポジウ
社
ム／多様な人
材活用がもたら
す経営効果

2017-08-05

2017-08-05

愛知県

特定非営利活 複数企業取材 若者
動法人G-net 型インターン
シップ説明会

2017-08-07

2017-08-07

山梨県

山梨県中小企 若手社員スキ その他（若手従業 研修
業団体中央会 ルアップセミ
員）
ナー（若手従業
員定着セミ
ナー）

山梨県立図書館
多目的ホール
（甲府市北口28-1）

2017-08-07

2017-08-07

石川県

特定非営利活 事業全体の説 若者
動法人G-net 明会

企業セミナー

北國銀行 中
ホール

2017-08-07

2017-08-07

島根県

一般社団法人 聴く力セミナー 若者
中国地域
ニュービジネス
協議会

人材セミナー、 テクノアークしま http://jinzai.cnbc.or.j 聴くことを身に着けると話し手と聞き手の双方に効果があります。話し手は話を聴いてもらうことで自分自身に対する理解が
インターンシッ ね
p/archives/877
深まり、納得感の高い判断や結論に到達できる。聞き手は、相手を理解でき、理解が深まれば適切なアドバイスができ、信
プ
頼関係が増す。もはや社会人にとって必須の傾聴力をレクチャーとワークで身に着けることが出来ます。

2017-08-08

2017-08-08

岩手県

岩手県中小企 第1回いわてキ 若者、女性、シニ 交流会
業団体中央会 ラリ企業合同就 ア、誰でも
職フェア

2017-08-08

2017-08-08

東京都

株式会社クオリ 経営強化の中 誰でも
ティ・オブ・ライ 核人材を獲る・
フ（東京都）
育てるための
戦略セミナー」

企業セミナー

2017-08-08

2017-08-08

福岡県

テンプスタッフ キャリア人材セ シニア
キャリアコンサ ミナー
ルティング株式
会社（九州ブ
ロック）

人材セミナー

その他（経営者・ 企業セミナー
経営幹部、管理
者）
誰でも
その他（ＵＩＪ
ターン（移住）イ
ベント）
その他

企業セミナー

人材セミナー

URL

概要

エル・ソーラ仙台 http://www.wakatsu 多様な働き方を実現することで組織活性と競争力向上を促す講座。多様な働き方を社内で実現するため、簡単なロードマッ
研修室
ku.jp/7686/
プをつくることを目標とする。
移住・交流情報
ガーデン

https://www.city.ue ＵＩＪターン希望者に対し、県内の中小企業の紹介を行う。(長野県への移住イベントに参加し、ＵＩＪターン希望者に長野県中
da.nagano.jp/promot 小企業の紹介、求人情報の提供、就職相談を行う)
ion/documents/201
70803chirashi.pdf
キャンパスプラザ
雇用情勢の好転・少子高齢化による人手不足が企業経営の課題となっている現状で、多様な人材の採用と戦力化が企業経
京都 第3講義室
営へどういったプラスの効果をもたらすのか。 実践企業の具体事例を用いて、人材不足の中でも成長に取り組むことの重要
性をわかりやすくお伝えするシンポジウムを開催します。
[日時] 2017年8月4日（金）13:00～16:45 （受付開始 12:30～）

名古屋国際セン
ター第2研修室

夏休みに実施する、複数企業訪問型サマーインターンシップの若者向け説明会。

http://www.chuokai
yamanashi.or.jp/shin
sotsu-yamanashi

イベント名：若手社員スキルアップセミナー
～自立型社員への成長を遂げるために～
●県内中小企業に勤務する若手従業員（入社５年未満または３０歳未満）を対象に、社会人として必要な知識の習得、自立
した業務遂行のために必要なスキルの向上のためのセミナーを実施し、グループ討議で他の企業の若手従業員との交流も
図る。
●開催日時：平成29年8月7日（月）13：00～16：00（受付12：30～）
●開催場所：山梨県立図書館 多目的ホール（甲府市北口2-8-1）
●対象者：入社5年未満または30歳以下の若手従業員 40名程度
参加企業（中小企業者）20社程度
●内 容：グループディスカッション形式ですすめ、他の企業の若手従業員との交流もはかる
1）自己分析
これまでの仕事を振り返り、客観的に自己のキャリアを棚卸しする
若手社員に求められる役割を認識し、自分の役割を改めて考え自覚する
2）モチベーションアップ
仕事に対する意識改革
主体性の発揮
3）今後のキャリアプラン
働く意味・目的を考えた目標設定
●講師：小林 和美 氏（社会保険労務士）
事業全体に関する説明を行うと共に、中小企業における採用戦略について考えを深める内容の研修。

ホテル東日本盛 https://www.iwate- 県内中小企業に就職を目指す若者、女性、キャリア人材などの多様な人材と採用意欲のある中小企業とのマッチングを図
岡 3F 鳳凰の jobるため企業の魅力別の合同就職面接会・説明会等を定期的に開催し、人材が求める職場環境ニーズと企業の魅力とのマッ
間
matching.jp/2017/0 チングを図り、中小企業の人材確保を支援する。
6/28/5127/
(株)クオリティ・オ https://enterprise.2 昨今の就職市場は売り手市場であり、若手人材の採用が難しい状況が続いている中小企業・小規模事業者様も多いのでは
ブ・ライフセミ
ndないでしょうか。この状況の中、女性・シニア・外国人等の多様な人材を採用・活用することが企業の即戦力となる人材を獲
ナールーム
pro.com/news/2017 得するための有効な手段となり得ます。本セミナーでは、多様な人材を採用・活用することで、生産性向上を図った中小企
/07/p業・小規模事業者をゲストに招き、中小企業・小規模事業者の皆様の人材採用難の解決のヒントをご提供致します。
seminar0728/
▼ 開催概要 ▼…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━
日 時：平成29年8月8日（火）14:30～16:30（14:00受付開始）
場 所：(株)クオリティ・オブ・ライフ セミナールーム
東京都千代田区神田多町2-2-22 千代田ビル2階
地図：https://www.qol-inc.com/company/
※ JR・東京メトロ銀座線神田駅北口徒歩3分
主 催：関東経済産業局
運 営：(株)クオリティ・オブ・ライフ
（関東経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の
人材確保等事業（東京都）受託機関）
参加対象：中小企業・小規模事業者の経営者、人事担当者等
定 員：30社
費 用：無料
【プログラム内容】
1.経営強化の中核人材を獲る・育てるための戦略とは
(株)クオリティ・オブ・ライフ 代表取締役 原 正紀
2.事例紹介＆対談
自らの出産・育児体験を通し、在宅ワーク支援等において女性のこれまでのキャリアを生かす
働き方を提案している堤香苗氏（株式会社キャリア・マム：代表取締役）をお迎えし、
自社における女性活用や女性の働きやすい環境の工夫等についてお話頂きます。
3.経済産業省施策の紹介
関東経済産業局（予定）
★セミナー詳細＆お申込はこちら
https://enterprise.2nd-pro.com/news/2017/07/p-seminar0728/
リファレンス駅東 http://kyushuビル ３F会議室 senior.com/

経験やノウハウをもったシニア人材を募集し、 困りごと、経営課題の解決を望まれる地域中小企業にアドバイザー・顧問等と
して解決にあたって頂きます。
日時：平成２９年８月８日（火曜日）
１３：３０～１５：００
会場：リファレンス駅東ビル ３Ｆ会議室
福岡市博多区博多駅東1-16-14
内容：・ご登録～マッチングまでの流れ
・事例紹介
定員：３０名（先着順）
対象：企業ＯＢもしくは退職予定の方（50歳以上の方）

2017-08-09

2017-08-09

山口県

一般社団法人 聴く力セミナー 若者
中国地域
ニュービジネス
協議会

企業セミナー、 山口大学
インターンシッ
プ

2017-08-10

2017-08-10

広島県

一般社団法人 聴く力セミナー 若者
中国地域
ニュービジネス
協議会

企業セミナー、 株式会社日本政 http://jinzai.cnbc.or.j 聴くことを身に着けると話し手と聞き手の双方に効果があります。話し手は話を聴いてもらうことで自分自身に対する理解が
インターンシッ 策金融公庫 広 p/archives/877
深まり、納得感の高い判断や結論に到達できる。聞き手は、相手を理解でき、理解が深まれば適切なアドバイスができ、信
プ
島支店
頼関係が増す。もはや社会人にとって必須の傾聴力をレクチャーとワークで身に着けることが出来ます。

2017-08-10

2017-08-10

福岡県

人材セミナー

2017-08-12

2017-08-12

宮城県

マンパワーグ
ループ株式会
社
一般社団法人
ワカツク

2017-08-16

2017-08-16

鳥取県

2017-08-17

2017-08-21

2017-08-17

2017-08-21

宮城県

岡山県

求職中の女性
向けセミナー
（事業説明会）
TOHOKUシゴト
フェスタ～なん
とかすっぺ会議
in仙台～

女性

若者、その他（主 交流会
に仙台・首都圏の
就職・転職希望
者(学生含む)）

特定非営利活 インタラクティ 若者
動法人学生人 ブ・ミーティング
材バンク
学生★企業★
本音トーク

一般社団法人 事業創造セミ
ワカツク
ナー

農業共済ビル 4
階会議室

求職中の女性向け就活セミナーです。その他、キャリアカウンセリングもご希望に応じて実施致します。

ＡＥＲ（仙台市情
報・産業プラザ）
5F 多目的ホール

東北の魅力ある企業と出会う夏!東北にゆかりのある求職者、関東圏からの就職・転職希望者や若手人材と、人材を採用し
たい東北の地域企業とをつなぐ合同企業説明会を開催します。東北各県の地域企業、約30社がブース出展し企業紹介を行
うほか、特徴的な事業や商品を有している企業から「魅力プレゼンテーション」を行います。さらに、初めての試みとして、今
年3月4日に首都圏で開催し好評を博した「なんとかすっぺ会議」のコンテンツを盛り込みます。企業が未来ストーリーや事業
課題を提示し、ディスカッションを行うことで、求職者側が東北の未来とそこで働く自分をリアルに思い描ける場を設けます。

企業セミナー、 とりぎん文化会
人材セミナー、 館 第4会議室
交流会

鳥取県在住、出身の学生に県内企業経営者と直接意見交換してもらうことで、県内就職を視野に入れてもらうことを目的とし
ている。
鳥取銀行宮崎会長の挨拶
来賓挨拶（鳥取労働局長、鳥取県商工労働部雇用人材局長）
出席者紹介、今後の就職関係イベントの情報提供
学生と企業経営者、若手社員の意見交換会

その他（経営者・ 企業セミナー、 FiveBridge 会議
事業管理者）
研修
室（4F）

一般社団法人 聴く力セミナー 若者
中国地域
ニュービジネス
協議会

http://jinzai.cnbc.or.j 聴くことを身に着けると話し手と聞き手の双方に効果があります。話し手は話を聴いてもらうことで自分自身に対する理解が
p/archives/877
深まり、納得感の高い判断や結論に到達できる。聞き手は、相手を理解でき、理解が深まれば適切なアドバイスができ、信
頼関係が増す。もはや社会人にとって必須の傾聴力をレクチャーとワークで身に着けることが出来ます。

【概要】
人材活用による事業創造と組織活性を促す講座。
人材を活用した自社の新規事業開発について、簡単なロードマップをつくる事を目標とする。

【対象】
人手不足、現場社員との意識の相違を感じ育成に課題を持っていて、若手人材を活用した事業開発や、組織活性化を望む
企業、経営者、事業管理者
企業セミナー、 株式会社日本政 http://jinzai.cnbc.or.j 聴くことを身に着けると話し手と聞き手の双方に効果があります。話し手は話を聴いてもらうことで自分自身に対する理解が
インターンシッ 策金融公庫 岡 p/archives/877
深まり、納得感の高い判断や結論に到達できる。聞き手は、相手を理解でき、理解が深まれば適切なアドバイスができ、信
プ
山支店
頼関係が増す。もはや社会人にとって必須の傾聴力をレクチャーとワークで身に着けることが出来ます。

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

2017-08-22

2017-08-22

山梨県

山梨県中小企 中小企業×大 その他（大学等教 交流会
業団体中央会 学等教職員 情 職員）
報交換会（大学
教職員等と中
小企業との情
報交換会）

2017-08-22

2017-08-22

奈良県

奈良県中小企 採用力向上セミ その他（中小企業 企業セミナー
業団体中央会 ナー／優秀な 経営者、人事担
人材を獲得す 当者、内容に興
るためのノウハ 味がある従業員
ウセミナー
等）

売手市場となった2018年新卒採用戦線において、一体なにが起こっているのか！？

一般社団法人 聴く力セミナー 若者
中国地域
ニュービジネス
協議会
徳島県経営者 合同就職面接 誰でも
協会
会（徳島会場）

奈良県文化会館 http://osakajobfair.c
om/company/event
site/knowhow0822.php?_ga=2.2817
4271.2082246848.15
032740771518133065.149421
0062
企業セミナー、 鳥取県立生涯学 http://jinzai.cnbc.or.j
インターンシッ 習センター
p/archives/877
プ

聴くことを身に着けると話し手と聞き手の双方に効果があります。話し手は話を聴いてもらうことで自分自身に対する理解が
深まり、納得感の高い判断や結論に到達できる。聞き手は、相手を理解でき、理解が深まれば適切なアドバイスができ、信
頼関係が増す。もはや社会人にとって必須の傾聴力をレクチャーとワークで身に着けることが出来ます。

交流会

ホテルクレメント
徳島

徳島県下の求人企業による、合同就職面接会です。
求職中の方は、どなたでもご参加いただけます。
なお、正式な就職面接をする前に、企業の説明を聞きたいという方にも対応いたします。

ホテルクレメント
徳島

就職を希望する者を対象として、就職面接を控え、エントリーシートや履歴書、面接会場でのマナー、面接に当たっての心構
えなど、就職活動に必須とされる事項を確認できるセミナー。

ホテルクラウンパ http://www.chuokai ○開催日時
レス甲府 ２Ｆ
平成29年8月22日(火)13:00～16:00
鳳凰の間
yamanashi.or.jp/shin ○会場
sotsu-yamanashi
ホテルクラウンパレス甲府 ２Ｆ 鳳凰の間
○対象
企業・・・山梨県内の中小企業採用担当者等（新卒採用のある企業） 20社
大学等・・県内外大学等キャリア部門担当者及び教職員 20校
○開催内容
①中小企業の魅力・情報発信方法提案型セミナー
新卒採用コンテンツの活用術、合同就職説明会での企業の魅せ方（内容・手法）、新卒採用選考方法の変化・現状等
②グループディスカッション
各テーブル企業担当者２～３名と学校担当者２～３名の混合グループでのディスカッション

最新の採用動向と、採用活動における対策、学生の就職意識の変化や効果的なアプローチについて、専門講師が伝授いた
します。

2017-08-22

2017-08-22

鳥取県

2017-08-22

2017-08-22

徳島県

2017-08-22

2017-08-22

徳島県

徳島県経営者 就活最終チェッ 誰でも
協会
ク!! ガイダンス

人材セミナー

2017-08-23

2017-08-23

宮城県

一般社団法人 働き方改革～ その他
ワカツク
ワーク・ライフ・
バランスは利益
を生み出すの
か？～

企業セミナー、 エルパーク仙台
その他（企業支 セミナーホール１
援機関向けセミ
ナー）

株式会社ワーク・ライフバランス社 深掘雅史氏を迎え、一番知りたいワーク・ライフ・バランスの成果について全国の事例を
用いてお話しいただきます。

2017-08-23

2017-08-23

愛知県

特定非営利活 第2回：しごと
若者
動法人G-net バー名古屋「2
枚目の名刺/地
域の企業と関
わらナイト」

交流会

コワーキング×
ゲストハウス
share base,Inc

大学生や社会人を対象にした気軽に参加できる交流機会。ゲストとなる中小企業経営者や社員を交えて、カフェやコワーキ
ングスペースなどで開催

2017-08-23

2017-08-23

奈良県

奈良県中小企 ダイバーシティ その他
業団体中央会 経営シンポジウ
ム

企業セミナー

企業競争力の強化を図るため、女性・外国人・高齢者等の多様な人材を活かし、その能力を最大限に発揮できる機会を提
供することで企業の成長に活かしましょう。
会社経営の改革・新しい切り口をこのシンポジウムで考えてみませんか。

2017-08-23

2017-08-23

岡山県

岡山県中小企 業界研究会
業団体中央会

交流会

奈良県文化会館 http://www.chuokai
nara.or.jp/jigyo/01ze
nkoku/jigyo07.html
岡山大学附属図
書館３Ｆセミナー
室

若者

学生に対して、ＢｔｏＢ企業の認知度を高めるべく、ＢｔｏＢ企業人と学生の対話による交流会を開催！
・８月２３日（水）１３時～１５時
・岡山大学附属図書館 ３Ｆセミナー室
・参加者：学生９名程度
・司会進行／ファシリテーター ＮＰＯ法人だっぴ
◆タイムスケジュール
・オープニング／アイスブレイク
・自己紹介
・トーク①～③
・休憩／グループ変更
・自己紹介
・トーク④～⑤
・感想共有／エンディング
※就活相談や会社説明とは異なり、お互いにその人自身（人柄や経験）を知ることで、業界理解や学びを深めていきます。こ
のトークセッションでは社会人、学生という属性に関わらず、フラットな関係性で対話を進めることで深い信頼関係を築くこと
ができます。

2017-08-23

2017-08-23

徳島県

徳島県経営者 合同就職面接 誰でも
協会
会（三好会場）

交流会

2017-08-23

2017-08-23

沖縄県

2017-08-24

2017-08-24

長野県

2017-08-24

2017-08-24

鳥取県

株式会社りゅう レンアイ型採用 その他（経営者、 企業セミナー
せきビジネス
戦略（求人票の 経営層、管理職
サービス
書き方）セミ
経営者、人事担
ナー
当者）
一般財団法人 ダイバーシティ 誰でもその他（経 企業セミナー
浅間リサーチエ 経営セミナー 営者・経営幹部・
クステンション 「ダイバーシ
人事・総務担当
センター
ティ経営セミ
者)
ナー2017 in Ｕ
ＥＤＡ」
株式会社帝国 地域企業の経 誰でも
企業セミナー
データバンク
営課題を解決
する多様な働き
方セミナー

三好市池田総合
体育館

三好市及び東みよし町内の求人企業による、合同就職面接会です。
求職中の方は、どなたでもご参加いただけます。
なお、正式な就職面接をする前に、企業の説明を聞きたいという方にも対応します。

てだこホール 多
目的室１

給与・条件といった情報は実は求職者の求める情報の1割に過ぎない。定型的な求人票を形式的に埋めるだけでは表現しき
れない社内の雰囲気や各社の魅力や働き甲斐をどう表現するのかを教示し、採用力強化につなげることを目的とする。

しんきんイベント http://jinzaibankホール
nagano.com/

中小企業・規模事の経営者幹部人総務担当向け、一般を対象とした、ダイバーシティ経営促進セミナーを開催。基調講演の
ほか、多様な人材の活用と活躍を目指し、シニア・女性・外国人が活躍する長野県内中小企業の事例発表を行う。

【米子市】国際
ファミリープラザ

人手不足を解消する働き方改革の全国及び山陰地域の実践事例と、具体的な取り組み方（ガイドライン）をご共有します。
併せて、平成29年度 中小企業庁事業「地域中小企業 人材確保支援等事業」の山陰地域における取り組み内容もご案内
致します。人材不足を解消したい経営者の皆様を始め、人事ご担当者など、多様な方々のご参加をお待ち致しております。
【第1部】
①中小企業の人手不足を解消する全国の事例紹介
②山陰地域における中国地域中小企業・人材コーディネート事業の取組み紹介
【第2部】
①デジハリＳＴＵＤＩＯ米子の地域人材プラットフォームへの挑戦
②鳥取県立ハローワークの取組み紹介

2017-08-25

2017-08-25

福岡県

2017-08-28

2017-08-28

熊本県

2017-08-29

2017-08-29

茨城県

2017-08-29

2017-08-29

埼玉県

2017-08-29

2017-08-29

長野県

マンパワーグ
ループ株式会
社

女性のための 女性
求人票公開会
＆就職支援セミ
ナー（事業説明
会）
有限会社ミュー 中小企業のブ 女性
ズプランニング ランディングセ
ミナー

人材セミナー

サザンクス筑後
研修室3

企業セミナー

桜の馬場城彩苑 http://kotoshigotom 女性人材の雇用と活躍推進に向けた「採用ブランディング最前線セミナー」。
多目的交流施設 usep.wixsite.com/m 中小企業のブランド戦略コンサルタント、村尾隆介氏を講師に迎え
use/blank-9
女性人材が集まる・女性社員が活躍する・アイデアが生まれる企業になるためのブランディングについて伝えます。

株式会社ひた 8/29日立地区 誰でも
ちなかテクノセ 企業説明会兼
ンター
就職面接会（日
立シビックセン
ター）
株式会社クオリ 中小企業の人 誰でも
ティ・オブ・ライ 材採用・定着の
フ（埼玉県）
カギはダイバー
シティ！「経営
強化の中核人
材を獲る・育て
るための戦略

交流会

日立シビックセン www.civic.jp
ター

今年度最初の企業説明会兼面接会。企業説明30分。個別面談2時間。

企業セミナー

TKP大宮駅西口
カンファレンスセ
ンター カンファレ
ンスルームＤ

昨今の就職市場は売り手市場であり、若手人材の採用が難しい状況が続いている中小企業・小規模事業者様も多いのでは
ないでしょうか。この状況の中、女性・シニア・外国人等の多様な人材を採用・活用することが企業の即戦力となる人材を獲
得するための有効な手段となり得ます。本セミナーでは、多様な人材を採用・活用することで、生産性向上を図った中小企
業・小規模事業者をゲストに招き、中小企業・小規模事業者の皆様の人材採用難の解決のヒント
をご提供致します。
▼ 開催概要 ▼…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━
日 時：2017年8月29日（火）14：30 - 16：30(受付開始14:00～)
場 所：TKP大宮駅西口カンファレンスセンターカンファレンスルーム Ｄ
ベルヴュオフィス大宮6F
地図：http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-om
●大宮駅 西口 徒歩2分
主 催：関東経済産業局
運 営：(株)クオリティ・オブ・ライフ （関東経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の
人材確保等事業（埼玉県）受託機関）
参加対象：中小企業・小規模事業者の経営者、人事担当者等
定 員：20社
費 用：無料
【プログラム内容】
1.経営強化の中核人材を獲る・育てるための戦略とは (株)クオリティ・オブ・ライフ 代表取締役 原 正紀
【講演内容】
・中小企業における人材採用マーケットの理解
・即戦力人材の採用は若者だけにあらず。多様な人材の採用で企業が変わる
・定着・育成等の人材活用が企業の生産性向上につながる
・人材活用のガイド
2.事例紹介＆対談
ゲスト企業：堤香苗氏（株式会社キャリア・マム：代表取締役）
自らの出産・育児体験を通し、在宅ワーク支援等にお
いて女性のこれまでのキャリアを生かす働き方を提案している堤香苗氏（株式会社キャリア・マム：代表取締役）をお迎えし、
自社における女性活用や女性の働きやすい環境の工夫等についてお話頂きます。
3.経済産業省施策の紹介 関東経済産業局（予定）
中小企業・規模事の経営者幹部人総務担当向け、一般を対象とした、ダイバーシティ経営促進セミナーを開催。基調講演の
ほか、多様な人材の活用と活躍を目指し、シニア・女性・外国人が活躍する長野県内中小企業の事例発表を実施予定。

一般財団法人
浅間リサーチエ
クステンション
センター

ダイバーシティ その他（経営者・ 企業セミナー
経営セミナー 経営幹部・人事・
「ダイバーシ
総務担当者）
ティ経営セミ
ナー2017 in
ＮＡＧＡＮＯ」

求職中の女性向け就活セミナーです。その他、キャリアカウンセリングもご希望に応じて実施致します。

https://enterprise.2
ndpro.com/news/2017
/07/pseminar0829/

HOTEL 信濃路 http://jinzaibanknagano.com/

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

2017-08-29

2017-08-29

鹿児島県 テンプスタッフ
キャリアコンサ
ルティング株式
会社（九州ブ
ロック）

シニア人材活
用による経営
支援事例セミ
ナー

シニア

企業セミナー、 鹿児島商工会議 http://kyushu人材セミナー 所ビル4階会議 senior.com/
室

概要
■開催日時
平成29年8月29日（火）
13：30～15：00
■セミナー内容
※シニア人材活用による経営支援の事例を紹介します。
①シニア人材を活かす企業経営
②企業におけるシニア人材活用とシニ人材の活躍
■対象
・中小企業等
・概ね５０歳以上で、一つの分野で１０年以上の職歴を持つ方。

2017-08-30

2017-08-30

北海道

キャリアバンク 若者のための 若者
株式会社
転職・新卒企業
説明会 in 帯広

交流会

2017-08-30

2017-08-30

熊本県

テンプスタッフ
キャリアコンサ
ルティング株式
会社（九州ブ
ロック）

企業セミナー、 熊本商工会議所 http://kyushu人材セミナー ６Ｆ
senior.com

シニア人材活
用による経営
支援事例セミ
ナー

シニア

とかちプラザ

概ね39歳までの転職希望の方及び2018年3月卒業予定の短大・専門学校・大学(院)生を対象に、出展企業15社程度の合同
企業説明会を実施します。出展企業は様々な業界の様々な職種の求人を持つ企業です。30分の説明時間を4回設定し、服
装自由、予約不要、履歴書不要の人材にとって気軽に参加できる説明会とします。
■開催日時
平成29年8月30日（水）
13：30～15：00
■セミナー内容
※シニア人材活用による経営支援の事例を紹介します。
①シニア人材を活かす企業経営
②企業におけるシニア人材活用とシニ人材の活躍

2017-08-31

2017-08-31

兵庫県

兵庫県中小企 ダイバーシティ その他
業団体中央会 経営シンポジウ
ム／企業の競
争力を高める
女性人材活用

企業セミナー

2017-08-31

2017-08-31

福岡県

マンパワーグ
ループ株式会
社

人材セミナー

女性のための 女性
求人票公開会
＆就職支援セミ
ナー（事業説明
会）

■対象
・中小企業等
・概ね５０歳以上で、一つの分野で１０年以上の職歴を持つ方。
ホテルオークラ https://www.chuoka 少子高齢化の現在において、優秀な人材の確保・育成が企業の成長のカギとなります。女性人材の新たなキャリアパスを
神戸 １Ｆ 松風 i.com/20170802095 提示し、やる気を引き出す環境づくりに取り組む製造業の企業２社が登壇。女性人材が真に活躍する企業とは。それぞれの
Ⅰ
636.html
取り組みの中から、共通点や独自のポイントを探ります。
女性人材活用にこれから取り組みたい中小企業や、取り組みの成果をさらに高めたい中小企業のための、「自社にとって
の」女性人材活用の手法を共に考えるパネルディスカッションを開催します。
そぴあしんぐう
研修室3

求職中の女性向け就活セミナーです。その他、キャリアカウンセリングもご希望に応じて実施致します。

