
【神奈川労働局職業安定部】
6月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年5月30日）

名称 日時 概要

ミニ面接会 ６月３日（金）
13時30分

～16時30分

16時00分受付終了

【内容】
ハローワークで企業面接が受けられます。書類選
考もなく直接話せるチャンスです。
【場所】
ハローワーク横浜 2階セミナールーム
（横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル）
【規模】
参加企業 １社 ※予約制
株式会社ＹＴＴテクノロジー
【問合せ先】
ハローワーク横浜 職業相談企画部門
☎０４５－６６３－８６０９（４８＃）
※ ハローワーク横浜HPをご覧ください。

ミニ面接会 6月8日（水）
9時30分

～11時30分

【対象18歳以上】

【内容】
面接希望の方は紹介状をご持参ください。
質問・相談なら当日来場で会社と話が出来ます。
【場所】
ハローワーク川崎 １階多目的ルーム
（川崎市川崎区南町１７－2）
【規模】
参加企業 １社
株式会社 第一警備 横浜
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎０４４－２４４－８６０９（４５＃）
※ ハローワーク川崎HPをご覧ください。

就職支援セミ
ナー
就活準備編

6月8日（水）
13時30分

～15時30分

受付 13時15分～

【対象59歳以下】

【内容】
59歳以下の方を対象とした就活準備セミナーです。
就活の心構えや自己分析などをご案内します。
【場所】
ハローワーク大和 ２階会議室
（大和市深見西３－３－２１）
【規模】
定員 １２名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク大和 職業相談部門
☎０４６－２６０－８６０９（４1＃）
※ ハローワーク大和HPをご覧ください。

神奈川労働局

面接会

面接会

応募対策

セミナー

ＩＴ職種

警備業



【神奈川労働局職業安定部】

6月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年5月30日）

名称 日時 概要

ミニ面接会 6月９日（木）
13時30分

～15時30分

【対象35歳以下】
【普通自動車免許必須】

【内容】
面接希望の方は紹介状をご持参ください。
質問・相談なら当日来場で会社と話が出来ます。
【場所】
ハローワーク川崎 １階多目的ルーム
（川崎市川崎区南町１７－2）
【規模】
参加企業 １社
POSCO Japan PC 株式会社
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎０４４－２４４－８６０９（４５＃）
※ ハローワーク川崎HPをご覧ください。

みなみ就職塾
（書類対策）

6月10日（金）
14時00分

～15時15分

受付 13時45分～

【内容】
就職活動に必要な履歴書・職務経歴書の書き方の
基本をキャリアコンサルタントが説明します。
【場所】
ハローワーク横浜南 ２階会議室
（横浜市金沢区寺前１－９－６）
【規模】
定員 １２名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜南

職業相談部門、専門援助部門
☎０４５－７８８－８６０９（４１＃）
※ ハローワーク横浜南HPをご覧ください。

駐車場警備の
見学会

6月14日（火）
14時00分～

【内容】
駐車場警備について詳しく知りたい方のための職
場見学会です。
【場所】
ハローワーク相模原 地下１階 会議室
（相模原市中央区富士見6－10－10）
【規模】
参加企業 １社
関東緑花 株式会社
定員 6名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク相模原 職業相談第一部門
☎０４２－７７６－８６０９（４１＃）
※ ハローワーク相模原HPをご覧ください。

神奈川労働局

応募対策

面接会

見学会

セミナー

警備業



【神奈川労働局職業安定部】

6月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年5月30日）

名称 日時 概要

介護・看護のし
ごとを知るセミ
ナー（訪問入浴
編） ＆
就職相談・面接
会

6月14日（火）

・セミナー
9時30分

～10時30分

・就職相談・面接会
10時40分

～12時00分

【内容】
実物の機材を使用してデモンストレーションを実
施します。介護の実技を間近で見られます。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜3－24－8）
【規模】
参加企業 １社
アサヒサンクリーン株式会社
定員14名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎０４５－４７４－１２２１（４９＃）
※ ハローワーク港北HPをご覧ください。

ハローワーク港
北セミナー
「警備業」編

6月15日（水）

10時30分
～11時30分

開場 10時20分～

【内容】
警備業の仕事に興味のある方、未経験の方の疑問
にお答えします。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜3－24－8）
【規模】
定員14名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎０４５－４７４－１２２１（４９＃）
※ ハローワーク港北HPをご覧ください。

建設のしごと
説明会

6月17日（金）
10時30分

～11時30分

受付 10時10分～

【内容】
建設業（土木・建築）の仕事について案内・解説
します。女性が活躍している職種を紹介します。
【場所】
ハローワーク川崎 ６階大会議室
（川崎市川崎区南町17－2）
【規模】
定員25名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 人材確保対策コーナー
☎０４4－２４４－８６０９（４5＃）
※ ハローワーク川崎HPをご覧ください。

神奈川労働局

見学会

面接会

福祉・介護

警備業

建設業

セミナー

セミナー



【神奈川労働局職業安定部】

6月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年5月30日）

名称 日時 概要

運輸の仕事セミ
ナー

6月21日（火）
10時00分

～11時00分

受付 9時45分～

【内容】
トラック運転など「貨物運転の仕事」に興味があ
る方に仕事内容や物流業の説明をします。
【場所】
ハローワーク戸塚 別棟会議室
（横浜市戸塚区戸塚町3772番地）
【規模】
定員 １２名 ※予約制

【申込み先・問合せ先】
ハローワーク戸塚 人材確保対策コーナー
☎０４５－８６４－８６０９（４１＃）
※ ハローワーク戸塚HPをご覧ください。

みなみ就職塾
（面接対策）

6月24日（金）
14時00分

～15時15分

受付 13時45分～

【内容】
就職活動に必要な面接対策をキャリアコンサルタ
ントが説明します。
【場所】
ハローワーク横浜南 ２階会議室
（横浜市金沢区寺前１－９－６）
【規模】
定員 １２名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜南

職業相談部門、専門援助部門
☎０４５－７８８－８６０９（４１＃）
※ ハローワーク横浜南HPをご覧ください。

警備の仕事
会社説明会

6月28日（火）
14時00分～

【内容】
警備の仕事について詳しく知りたい方のための会
社説明会です。
【場所】
ハローワーク相模原 地下１階 会議室
（相模原市中央区富士見6－10－10）
【規模】
参加企業 １社
株式会社 セノン
定員10名 ※予約制
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク相模原 職業相談第一部門
☎０４２－７７６－８６０９（４１＃）
※ ハローワーク相模原HPをご覧ください。

神奈川労働局

応募対策

運輸業

警備業

セミナー

セミナー

セミナー





 

★感染症対策のため企業担当者も求職者もマスク着用（必須）で行います。 

★当日、体調がすぐれない場合は参加をお控え下さい。 

★コロナウィルス感染拡大状況等により中止になる場合があります。 

予めご了承ください。 

●開催概要 

会場：ハローワーク川崎 １階 多目的ルーム（小会議室） 

参加方法：面接希望の方は紹介状の交付を受けてください。 

     質問・相談の方は直接会場にお越しください。 

持ち物：紹介状、筆記用具、履歴書、マスク 
     

※雇用保険受給中の方は、「求職活動実績」になります。 

 

 ●お問い合わせ先 
 職業相談企画部門 ０４４－２４４－８６０９ 部門コード４５＃ 

募 集 職 種：①交通誘導警備（川崎区）フルタイム 

      ②交通誘導警備（川崎区）パート  ③交通誘導警備（幸区）パート 

求 人 番 号：①14010-22110121②14010-22122221③14010-22153121  

必要な経験：①②③ 不 問 

年   齢：①②③ １８歳以上  

必要な免許／経験 ： 不 問 

 お気軽にご参加下さい！ 

携帯電話・緊急連絡先が 

ない方も応募可能！ 

保証人不要！ 

日・週払い応相談！ 
↑企業ＨＰはこちらから 

（QR コードをクリックで表示します） 

https://dai1dsy.com/


 雇用保険 求職活動実績対象講座                                         ６月 
ハローワーク大和  

就職支援セミナー 
就活準備編  ～ Ｌｅｔ‘ｓ ｄｏ it！ ～ 

【内 容】  

●就職活動の進め方・心構え（ワーク形式あり）  ●自分を知る（自己分析）／目標設定 

●求人票の見方（希望条件と自分の価値観） など 
 

●対 象 者 ハローワークで、求職活動をしている方 ★59歳以下の方 

●日  時 令和 4年 6月 8日（水） １３：３０～１５：３０（受付 13：15～） 約２時間程度 

●場  所  ハローワーク大和 ２階会議室  ●定員数 12名   

●持 ち 物 筆記用具  ハローワークの求人票１枚  

●募集期間 令和4年5月12日（木）～6月7日（火）先着順（定員数超過の場合、キャンセル待ち） 

●申込みは下記に必要事項を記入のうえ、ハローワーク大和受付 または 下記☎ にて、お申し込みください。  

 

【注 意】  

   ・セミナー実施中、進行を妨げ、他の参加者へ迷惑行為を行う方には、退場をお願いする場合があります。 

   ・講師が解説を交え講義進行を行うため、途中の入退室はご遠慮ください。 

   ・キャンセル・日程変更を行う場合は、必ずご連絡ください。 

   ・応募多数で、以前参加いただいた方は、お断りさせていただく場合があります。 

・60歳以上の方は生涯現役就職セミナーが月一度開催されます。そちらをご利用下さい。 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のために・・・参加される皆様へお願い～】 

・当日はマスク等着用の上、ご参加ください。（着用いただけない場合、ご参加いただけません。） 

・当日、発熱・風邪等の症状がある方は参加をお控えください。（受付時に検温させていただきます。） 

 

☎046-260-8609 部門コード 41＃ 職業相談部門 



 

★感染症対策のため企業担当者も求職者もマスク着用（必須）で行います。 

★当日、体調がすぐれない場合は参加をお控えください。 

★コロナウイルス感染拡大状況等により中止となる場合があります。 

予めご了承ください。 

●開催概要 

会場：ハローワーク川崎 １階 多目的ルーム（小会議室） 

内容：企業の採用担当者からの会社紹介、質疑応答 

参加方法：面接希望の方は紹介状の交付を受けてください。 

     質問・相談の方は直接会場にお越しください。 

持ち物：紹介状、筆記用具、履歴書、マスク 
当日参加を希望され履歴書が用意できない方には簡易履歴書をお渡しします。 

※雇用保険受給中の方は、「求職活動実績」になります。 

 
●お問い合わせ先 
職業相談企画部門 ０４４－２４４－８６０９  部門コード ４５＃ 

求人番号：①１４０４０－７７９４０２１（フルタイム） 

     ②１４０４０－７７９５７２１（フルタイム） 

     ③１４０４０－７７９７２２１（フルタイム） 

募集職種：①一般事務 ②営業事務 

③金属切断（機械オペレーター） 

資 格：①②③ともに普通自動車免許 必須 

年 齢：①②③ともに 35歳以下  

経 験：不 問 

 お気軽にご参加下さい！ 

ワークライフバランスを 

大事にしています。 

お誕生日お祝い制度等 

様々なサポートあり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑企業ＨＰはこちらから 

（QR コードをクリックで表示します） 

 

http://poscojapanpc.com/


 

               

 

 

 

 

就職活動に必要な履歴書・職務経歴書の書き方や、面接対策について当所のキャリアコン

サルタントが説明いたします。初めての就職活動や、見直しをしたい方、ご参加お待ちし

ています！ 

※ 託児がありませんので、小さなお子様のご同伴はご遠慮いただいております 

 

日程 コース名 内容 

6／10（金） 書類対策 
応募書類の作成の基本につ

いてお話しします 

6／24（金） 面接対策 
面接で聞かれる質問を中心

にお話します 

☆ 先着１2 名の予約制です 

☆ 希望者多数の場合、複数のセミナー参加の方は調整させていただく場合がございます 

 

場所：ハローワーク横浜南 2 階会議室 

時間：受付 １３時 45 分から 

 セミナー １4 時 00 分～１５時 15 分 

＊新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、下記の取り組みを実施致します＊ 

１：マスクは必ず着用・手指の消毒にご協力ください 

２：発熱や風邪症状の方は、参加をお控えください 

３：ゴミは各自お持ち帰りください 

４：当日は受付で検温を実施いたします 

 

＊感染拡大状況によっては、セミナーが中止になる場合があります＊ 

 

※ 雇用保険受給中の方は、求職活動１回に該当します。 

※ お申し込みは、各職業相談窓口またはお電話で。 

０４５-７８８－８６０９（41＃） 
横浜南公共職業安定所 ①職業相談部門・②専門援助部門 



【人材不足業界 職場見学会①】

「駐車場警備」の見学会

（関東緑花株式会社）

【開催日時】：令和 4年 6月14日（火）14:00～

【開催場所】：相模原市中央区富士見6-10-10

相模原地合同庁舎 地下１階 会議室

＜主な内容＞

１．警備業の全体像

２．「駐車場警備」の見学

３．関東緑花株式会社について

問い合せ先： ハローワーク相模原 職業相談第一部門

TEL：042－776－8609（部門コード 41＃）

（※）定員6名のため、定員になり次第受付を終了いたします。

（※）事前予約が必要です。

・駐車警備の仕事は、具体的にはどんな仕事があるの？
・警備の仕事は大変だと聞けど・・・？
・職場の人から直接話が聞きたい方など。

警備の仕事に不安を感じる方、詳しく知りたい方の
ための職「場見学会」です。気軽にご参加ください。



アサヒサンクリーン
株式会社

令和４年６月１４日（火）
セミナー：９時30分～10時30分
就職相談・面接会：10時40分～12時

参加受付人数：１４名（要事前予約）
会場：こだまファンタジアビル2階

問い合わせ・申し込み先

横浜市港北区新横浜３－２４－６

ハローワーク港北 人材確保対策コーナー

☎ 045-474-1221（部門コード49＃）
受付時間 平日 ９：００-１６：３０

実物の機材を使用してデモンストレーションを
実施、経験や資格がなくても始められる介護職
です。就職相談の面談も可能です！

介護・看護のしごとを
知るセミナー(訪問入浴編)＆

就職相談・面接会



＜ 会 場 案 内 図 ＞

新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をお願いします。

＜ 求人一覧 ＞

職 種 雇用形態 年齢 求人番号

訪問入浴介護(緑区） 正社員 44歳以下 14150-8353721

訪問入浴介護(港北区） 正社員 44歳以下 14150-8357421

訪問入浴介護(青葉区） 正社員 44歳以下 14150-8358321

訪問入浴看護(緑区）
（正・准）

正社員 59歳以下 14150-8362821

訪問入浴看護(港北区)
（正・准）

正社員 59歳以下 14150-8359621

訪問入浴看護(青葉区)
（正・准）

正社員 59歳以下 14150-8361721

★上記の求人以外にもパートの求人あり、ご相談・面接も可能です★

正面玄関からの入場不可
駐車場奥の階段より入場下さい

当日、体調の悪い方や発熱がある
方のご参加はお断りしています。
入場の際の検温、手指消毒等に
ご協力下さい。





会 場：こだまファンタジアビル2階

開催時間：10時30分～11時30分
（開場：10時20分～）

●参加対象者 ： ハローワークに求職登録があり、
警備業の仕事に興味のある方。

●参加受付人数 ： 14名

●当日のお持物 ： 「ハローワーク受付票」または「受給資格者証」、
筆記用具

※参加申込は職業相談窓口のみで行います。
窓口で「セミナー参加希望」の旨をお申し出ください。

※セミナー受講後、ご希望の方は、講師による担当者制個別支援を受ける
ことが出来ます。セミナーの不明点・応募書類作成・面接対応等何でも
ご相談ください。

★ お問い合わせ先 ★ ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎045-474-1221 部門コード49＃ 平日 8:30～17:15

『 警 備 業 』編

★ 未経験の仕事理解 ★

今後の新型コロナウィルス感染拡大状況によりセミナーは中止になる場合もあります。
中止の場合は事前にホームページ等で告知いたします。

令和4年6月15日（水）

「警備の仕事とは？」 「資格が必要？」 「どんな人が働いているの？」
「どんな人が採用されるのかな？」 ちょっとした疑問にお答えします。

★参加に関するお願い★

新型コロナウィルス感染防止のため、セミナーに参加される場合は、マスクの着用・手指の消毒等の
ご協力をお願いいたします。また、体調の悪い方は参加をお控えいただきますようお願いいたします。
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老人ホーム

2F入口

正面玄関入口は利用できません。ご不便をおかけして申し訳ございませ

んが、正面玄関横の駐車場入口からお入りいただき、奥の裏階段をご

利用のうえ２階へお越しください。

こだまファンタジアビル

横浜市港北区新横浜３－２４－８ ２階



 

 

ハローワークの就職支援セミナー 

暮らしや経済活動を支える業界で 

働いてみませんか！ 
 

建設のお仕事を知りたいと思っている方 

希望職種を検討中の方、ブランクのある方 

職業訓練（建設関係）を考えている方等 

建設業に関心のある方、就業を考えている方 

お待ちしております。 

 

日時：令和４年６月 17日（金） 
１０：３０～１１：３０（受付１０：１０～） 

場所：ハローワーク川崎 ６階大会議室 

 

内容：建設業（土木・建築）の仕事をご案内します 

   工程進捗に伴い多彩な職種があることを解説します 

   建設業でも女性が活躍できる職種を紹介します 

 

参加対象者：ハローワークに求職登録している方 

   ★当日はマスクの着用をお願いします 

   ★体調の悪い方は参加を見合わせてください 

定員：２５名（要予約） 
 

※雇用保険受給中の方は、「求職活動実績」になります 

 

未経験・女性の方の

参加も大歓迎！！ 

お気軽に 

ご参加ください。 

 

創 る 
喜

び ！

 

 

 

  

◆お申込み・お問い合わせは◆ 

ハローワーク川崎 人材確保対策コーナー 

電話 ０４４－２４４－８６０９（４5♯）まで 

★お申込みは各相談窓口へ★ 
（お申込み後欠席される場合も必ずお知らせください） 





【人材不足業界 会社説明会➁】

株式会社セノン
（警備の仕事）

【開催日時】：令和 4年 6月28日（火）14:00～

【開催場所】：相模原市中央区富士見6-10-10

相模原地合同庁舎 地下１階 会議室

＜主な内容＞

１．警備業の全体像

２．「1号警備」施設警備

３．株式会社セノン について

問い合せ先： ハローワーク相模原 職業相談第一部門

TEL：042－776－8609（部門コード 41＃）

（※）定員10名のため、定員になり次第受付を終了いたします。

（※）事前予約が必要です。

・警備の仕事、具体的にはどんな仕事があるの？
・警備の仕事は大変だと聞けど・・・？

警備の仕事に不安を感じる方、詳しく知りたい方の
ための説明会です。気軽にご参加ください。
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