
【神奈川労働局職業安定部】
７月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年６月30日）

名称 日時 概要

ハロージョブ
フェスタ

第1回
7月4日（月）

第2回
7月15日（金）

13時30分～
15時50分

（受付13時～）

【内容】
令和5年3月高校卒業予定者・概ね3年以内の既卒
者を対象とした企業説明会です。
直接企業の方と面談できます。

※予約不要
【場所】
川崎市産業振興会館 4階 展示場
（川崎市幸区堀川町66-20）
【規模】
参加企業 36社（各日18社ずつ）
【問合せ先】
川崎新卒応援ハローワーク
☎044－244－8609（49＃）
※ 川崎新卒応援ハローワークHPをご覧ください。

高校生就職
フェア

7月27日（水）
第1部
10時30分～

12時30分
（受付10時～）

第2部
14時00分～

16時00分
（受付

13時30分～）

【内容】
令和5年3月高校卒業予定者を対象とした企業説明
会です。直接企業の方と面談できます。

※当日参加可
【場所】
パシフィコ横浜 アネックスホール
（横浜市西区みなとみらい1-1-1）
【規模】
参加企業 約100社（第1・2部入れ替え制）
【問合せ先】
ハローワーク横浜 学卒第一部門
☎045－211－7759
※ ハローワーク横浜HPをご覧ください。

高校生のための
ＷＥＢ動画求人
企業説明会

動画配信：令和4年
7月1日（金）～
令和5年2月28日
（火）

【内容】
令和5年3月高校卒業予定者の就職を支援し、県内
企業の人材確保の促進を図るため、かながわ若者
就職支援センター（若年者地域連携事業）のホー
ムページにて、就職希望の高校生向けに企業紹介
動画をＷＥＢ配信いたします。
【申込み・問い合わせ先】
かながわ若者就職支援センター（ジョブカフェ）

メールまたはＦＡＸ ※200社まで申込み受付
☎045－410－3357

※ かながわ若者就職支援センターHPをご覧くだ
さい。

企業説明会

神奈川労働局

企業説明会



【神奈川労働局職業安定部】
７月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年６月30日）

名称 日時 概要

ハローワークセ
ミナー
「建設業」編

7月4日（月）

10時30分
～11時30分

開場10時20分

【内容】
「建設業の仕事とは」、「建設業の仕事検索方
法」などについてお話しします。
【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
【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 部門コード49♯
※参加申込みは、職業相談窓口のみで行います。
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

ミニ面接会 7月5日（火）

10時00分
～12時00分

【内容】
ハローワーク戸塚内で企業面接が受けられます。
説明だけ聞きたい、という方でも大丈夫です。
【場所】
ハローワーク戸塚 2階面談室
（横浜市戸塚区戸塚町3772番地）
【規模】
参加企業 １社
医療法人社団明芳会
イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎045-864-8609 部門コード41♯
※ハローワーク戸塚ＨＰをご覧ください。

現役社員が語る
警備の仕事

7月5日（火）

14時00分
～15時30分

受付 13時45分～

【内容】
日々の仕事内容、繁忙期、入社後の研修やキャリ
アアップについて警備会社の方による講演です。
（株式会社京浜ガードサービス）
【場所】
ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎
（川崎市高津区久本３－５－７）
【規模】
定員１２名（定員になり次第締切）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎 相談窓口
☎044-777-8609 部門コード47♯
※ハローワーク川崎北ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

建設業

面接会

福祉・介護

セミナー

警備業



【神奈川労働局職業安定部】
７月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年６月30日）

名称 日時 概要

就職支援セミ
ナー
就活準備編

7月6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、目標設定、求人票の見
方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 ※先着順（受付～7月5日まで）
【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 部門コード41♯
※ ハローワーク大和HPをご覧ください。

介護の仕事説明
会・相談会

7月8日（金）

13時30分
～16時00分

受付13時00分～

【内容】
《第１部 説明会》
介護の仕事・資格の説明や介護の現場からの声な
どをお送りします。（エポックなかはら会場は、
Zoomによるビデオ視聴となります。）
《第２部 相談会》
６施設が参加する個別相談・面接。
【場所】
①ハローワーク川崎会場
（川崎市川崎区南町17-2）
②エポックなかはら会場
（川崎市中原区上小田中6-22-5）
【規模】
参加企業 ６社
定員 各会場２５名
【申込み先・問合せ先】
上記会場①は、A へ、②は、B へ
A ハローワーク川崎 人材確保対策コーナー
☎044-244-8609 部門コード45♯
B ハローワーク川崎北 人材確保対策コーナー
☎044-777-8609 部門コード47♯
※ハローワーク川崎・川崎北HPをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

セミナー

応募対策

相談会

福祉・介護



【神奈川労働局職業安定部】
７月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年６月30日）

名称 日時 概要

看護職 復職支援
セミナー＆就職
相談会

7月8日（金）

10時00分
～12時00分

【内容】
看護師の就業状況説明や看護職のキャリア形成と働
き方セミナーを行います。ナースセンター相談員と
の個別相談も行います。
【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
【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 部門コード49♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

ミドルエイジセ
ミナー

7月11日（月）

10時30分
～12時00分

開場 10時20分

【40・50歳代対象】

【内容】
求職活動にあたり自己分析、応募書類の作成、面接
対策など早期再就職を希望している40代・50代を
対象としてお話しします。
【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
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 職業相談第２部門
☎045－474－1221 部門コード42♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

生涯現役★就職
支援セミナー

7月12日（火）

10時10分
～12時00分

開場 10時00分

【60歳以上対象】

【内容】
60歳以上の方が就職活動する中で特にシニアの方
が注意する点や応募企業とのマッチングを重視した
応募書類作成方法、面接対策についてお話しします。
【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
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 職業相談第２部門
☎045－474－1221 部門コード42♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

セミナー

セミナー

看護職

応募対策

応募対策



【神奈川労働局職業安定部】
７月の職業安定部・ハローワークの取組⑤

（令和４年６月30日）

名称 日時 概要

就職支援セミ
ナー

7月13日（水）

9時30分
～11時30分

【内容】
効果的な履歴書・職務経歴書の書き方や就職に繋
がる面接対策など就職ノウハウ獲得の機会となる
セミナーです。
【場所】
ハローワーク戸塚 会議室
（横浜市戸塚区戸塚3772番地）
【規模】
定員 12名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク戸塚 職業相談第１部門
☎045－864－8609 部門コード41♯
※ハローワーク戸塚ＨＰをご覧ください。

現役社員が語る
警備の仕事

7月14日（木）

14時00分
～15時30分

受付 13時45分～

【内容】
日々の仕事内容、施設警備、雑踏警備、交通誘導
警備について警備会社の方による講演を行います。
（株式会社ニッツウ警備保障）
【場所】
ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎
（川崎市高津区久本３－５－７）
【規模】
定員１２名（定員になり次第締切）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎 相談窓口
☎044-777-8609 部門コード47♯
※ハローワーク川崎北ＨＰをご覧ください。

ミニ面接会 7月15日（金）

13時30分
～16時30分

【内容】
ハローワーク内で企業面接が受けられます。書類
選考もなく会社担当者と直接話せるチャンスです。
【場所】
ハローワーク横浜 ３階大会議室
（横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル）
【規模】
参加企業 １社
株式会社鎌倉ハムクラウン商会
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜 職業相談企画部門
☎045－663－8609 部門コード48♯
※ハローワーク横浜ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

応募対策

セミナー

警備業

面接会

就職氷河期
世代歓迎



【神奈川労働局職業安定部】
７月の職業安定部・ハローワークの取組⑥

（令和４年６月30日）

名称 日時 概要

介護職への就職
支援・介護の仕
事を知るDVDセ
ミナー

7月15日（金）

10時30分
～11時30分

開場 10時20分

【内容】
実務経験や資格が無い方でも介護職の仕事内容が
学べるセミナーです。
【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
【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 部門コード49♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

介護職
合同面接会

7月19日（火）

13時00分～

【内容】
ハローワーク内で企業面接が受けられます。書類
選考もなく会社担当者と直接話せるチャンスです。
【場所】
ハローワーク戸塚 別当会議室
（横浜市戸塚区戸塚3773番地）
【規模】
参加企業 ３社
①特別養護老人ホーム 松みどりホーム
②訪問の家 地域活動ホーム径
③特別養護老人ホーム 横浜敬寿園
【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 部門コード41♯
※ハローワーク戸塚ＨＰをご覧ください。

保育のお仕事就
職相談会＆リ
モート見学会

7月25日（月）

第1部
保育園見学会

（リモート）
10時00分

～11時40分

第2部
就職相談会
13時00分

～16時00分

【内容】
川崎市内保育園のリモート見学会行います。同じ
日に対面式就職相談会も開催します。
見学会は自宅等からでも参加できます。
【場所】
ハローワーク川崎 ６階会議室
（川崎市川崎区南町17－2）
【規模】
６事業所を予定
【問合せ先】
川崎市こども未来局子育て推進部保育対策課
☎044－200－3705
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎044－244－8609 部門コード45♯
【川崎市・ハローワーク川崎 連携事業】

神奈川労働局

セミナー

福祉・介護

福祉・介護

セミナー

見学会
＆

相談会

保 育



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎・横浜の企業が中心！ 

直接企業の方と面談できます！！ 

 
予約不要 

服装自由 

 

【お問い合わせ】川崎新卒応援ハローワーク ☎044－244－8609（49＃）         

【主催】ハローワーク川崎【共催】ハローワーク川崎北、川崎市 

   令和５年３月高校卒業予定者・ 

概ね３年以内の既卒者・教諭・保護者 

対象 

川崎市産業振興会館 ４階 展示場 

川崎市幸区堀川町６６－２０  

（京急川崎駅徒歩７分／ＪＲ川崎駅徒歩８分）  

詳細・最新情報は以下をご参照ください。参加企業も決定次第掲載します。 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawahellowork/list/kawasaki_shinsotsu.html  

 参加企業 ３６社（冊子は当日配布） 
36 社（各日 18 社ずつ）が参加予定。決定次第、 

川崎新卒応援ハローワークのホームページに掲載  

 

 

 会 場 

 就職・進路に関する相談コーナー 

ハローワーク、コネクションズかわさきによる 

  履歴書不要 

面接会ではありませんので、会場で配布する面談

申込書をご使用ください。 

  応募・面接についての注意 

正式な応募は９月５日以降、採用面接は９月１６

日以降に学校を通して行っていただきます。 

※会場ではマスクの着用・手指の消毒等、新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。 

 

ホームページ

QR コードは

こちらから 



就職希望の高校生と事業所担当者による合同企業説明会 

お問い合せ 

●「就職フェア」は入れ替え制で１００社が参加予定です。 

選考面接会ではありませんので「履歴書」を用意する必要は 

ありません。 正式応募は 9月 5日以降、 

面接は 9月 16日以降に行っていただくことになります。 

●参加する事業所の求人票は７月上旬頃に「高校就職情報 WEB

提供サービス」のイベント情報に公開されます。高校の進路  

担当の先生を通じて事前にチェックしましょう。 

●当日は、人事担当者から、会社や業界・仕事のことを 

たくさん聞いて応募する会社を決めましょう。 

※コロナ感染状況により、中止の可能性もあります。 

最新情報は、ハローワーク橫浜の HPで確認してください。 

参加者はマスクを着用、ご自身で感染予防対策を行ってください。 

ハローワーク横浜 

ＴＥＬ 045-211-7759 

チ
ャ
ン
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を
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直
接
会
社
と
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ま
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【主催】 ﾊﾛｰﾜｰｸ(横浜 戸塚 港北 横浜南 横須賀) 

【後援】 横浜市 

 

※令和５年３月高校卒業予定者対象 

 

会場 パシフィコ横浜 
 アネックスホール 

第一部 １０：３０～１２：３０ 

受付：１０：００～ 

 第二部 １４：００～１６：００ 

受付：１３：３０～ 

  

 

令和４年 

７月２７日(水) 

横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

高校生就職フェア 



「かながわ若者就職⽀援センターホームページ」に掲載する特設ページ『高校生のためのWEB動画求人企業説明会』と
Youtubeに貴社の紹介動画と求人番号を無料で掲載いたします。神奈川県での就職を希望する高校生やご家族、学校関係者
の皆さんに動画を配信し、貴社の求人をＰＲします。

オリジナル動画で県内の高校生に
貴社をＰＲできます︕⾔葉では伝
わりにくいことも動画で理解を深
め、動機形成を促進できます。

企業紹介動画の制作は「かながわ
若者就職⽀援センター」がしっか
りサポート︕初めての方でもご安
心ください。

県内の就職希望の全ての高校生に
『高校生のためのWEB動画求人
企業説明会』のご案内を配布。
多くの学生に貴社情報を届けるこ
とができます。

■参加条件
・ハローワークに高校生を対象とした求人申込書を提出している（または提出予定がある）こと
・神奈川県内に事業所を有し、採⽤後の勤務地が神奈川県内であること
・企業様にて３〜10分程度の動画が準備できること（お持ちでない場合は制作をサポートします）
■配信対象者
令和５年3月高校卒業予定者及びそのご家族、学校関係者等

【お問合せ】
〒220-0004 神奈川県横浜市⻄区北幸1-11-15 横浜STビル５階
かながわ若者就職⽀援センター「若年者地域連携事業」運営事務局
（月曜〜⼟曜 9:30〜18:00 ※日曜・祝日・年末年始はお休みです）

【主催】神奈川労働局・県内各ハローワーク 【運営】株式会社学情

神奈川労働局委託 若年者地域連携事業
「若年者地域連携事業」は神奈川県と連携し、地域の強みや特性を活かし
た若年者雇⽤対策を目的とした事業で、令和４年度は株式会社学情が受託
運営しています。「高校生のためのWEB動画求人企業説明会」のほか、合
同面接会、職場⾒学会、内定者向け研修、新入社員研修等を通じて県内の
若年者と企業のマッチングをサポートします。

最大200社まで
随時申込み受付け中



「かながわ若者就職⽀援センターホームページ」に掲載する特設ページ『高校生のためのWEB動画求人企業
説明会』とYoutubeに貴社の紹介動画と求人番号を無料で掲載いたします。就職希望の高校生やご家族、学
校関係者の皆さんに動画を配信し、貴社の求人をＰＲします。

以下の枠内をご記入の上、運営事務局までメールまたはFAXにてお送りください。

貴社名

住所

事業内容

募集職種

高校生を対象とする求人。ハローワークに登録している場合は求人票番号もご記入ください。

ご担当者連絡先

フリガナ
氏 名

電話番号 FAX

E-mail

企業紹介動画について □新しく作成する □既存の動画を掲載する

以下の参加条件をご確認の上、お申込みください。
□ ハローワークに高校生を対象とした求人申込書を提出している（または提出予定がある）こと
□ 神奈川県内に事業所を有し、採⽤後の勤務地が神奈川県内であること
□ 企業様にて３〜10分程度の動画が準備できること（お持ちでない場合は制作をサポートします）

■主催 神奈川労働局・県内各ハローワーク

■お問合せ かながわ若者就職⽀援センター「若年者地域連携事業」運営事務局
〒220-0004 神奈川県横浜市⻄区北幸1-11-15 横浜STビル５階 （月曜〜⼟曜 9:30〜18:00 ※日曜・祝日・年末年始はお休みです）

TEL︓045-410-3357 FAX︓045-312-4306 E-mail︓kanagawa-wakamono.cc@gakujo.ne.jp
ホームページ︓https://www.kanagawa-wakamono.jp/

045-312-4306F A X

E-mail kanagawa-wakamono.cc@gakujo.ne.jp



お問
合せ

県内の企業紹介動画が⾒られる
「かながわ若者就職⽀援センター」ホームページ 随時新着企業更新中︕ かながわ若者

就職を希望する令和5年（2022年）3月高校卒業予定の皆さんのために「かながわ若者就職⽀
援センター」ホームページ内の『高校生向けＷＥＢ動画求人企業説明会』に神奈川県内企業の
求人番号と紹介動画を掲載しています。就職に向けた企業研究・業界研究に活用してください。

【主催】神奈川労働局・県内各ハローワーク 【運営】株式会社学情

かながわ若者就職⽀援センター （若年者地域連携事業 運営事務局）

〒220-0004 横浜市⻄区北幸1-11-15 横浜STビル5階
（月曜〜⼟曜 9︓30〜18︓00 ※⽇曜・祝⽇・年末年始はお休みです）

045-312-4306F A X

H    P https://www.kanagawa-wakamono.jp/

045-410-3357T E L



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、
建設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

「建設業の仕事とは」・「建設業の仕事検索方法」などについて
お話しします。建設業の仕事に興味のある方、是非ご参加ください。

『 建 設 業 』編

令和4年7月4日（月）

★ 未経験の仕事理解 ★

★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。

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。
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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



 

◆日 時：令和 4年７月 5日（火） 

◆場 所：ハローワーク戸塚 ２F面談室 

10:00～12:00（＊要事前予約） 

◆参加事業所：医療法人社団明芳会  

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 

参加ご希望の方は、ハローワークでの事前申し込みが必要となります。 

お近くのハローワークにてお申し込みください。※求職活動実績となります。 

担当：ハローワーク戸塚 職業相談第一部門  ☎０４５－８６４－８６０９（４１♯） 

※コロナ感染拡大防止のため、ミニ面接会参加時はマスクの着用・手指の消毒のご協力をお願いいたします。 

また、体調不良の場合は参加をお控えください。 

 

★ イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 

     横浜市戸塚区川上町 690-2 

〈最寄りバス停〉新戸塚病院前下車 徒歩１分 東戸塚駅乗車 

＊東戸塚駅～無料送迎バス有 

＊マイカー通勤OK（駐車場あり） 

★看護補助【夜勤有】／正社員 14030-5143321 

看護補助【夜勤有】／嘱託  14030-5141521 

看護補助     ／パート 14030-5136621 

エイドアシスタント（軽作業スタッフ）／パート 

              14030-5139021 

介護福祉士／正社員     14030-5332921 

説明を聞くだけでも 

大丈夫です！ 

お気軽にご参加ください 



現役社員が語る警備 の仕事

施設警備って？
雑踏 / 
交通誘導警備って？

求める人物像は？
求めるスキルは？
資格はいるの？
キャリアアップは？

協賛企業 株式会社京浜ガードサービス

日 時 ７月５日（火）14：00～15：30
*13:45～受付開始

場 所 ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎
(川崎市高津区久本3-5-7）

申し込み方法 相談窓口または電話(044-777-8609)47#

定 員 １２名 （定員になり次第、締め切り）

*雇用保険の活動実績対象

＊当日はマスク着用必須。発熱・咳など風邪の症状がある場合は参加をご遠慮
下さい。また新型コロナウィルス感染症予防のため開催を中止することがあります。

日々の仕事内容、繁忙期、入社後の
研修や、キャリアアップについて
警備会社の方が直接講演されます。
希望者には講演終了後、企業様と直接
お話し頂く事も可能です。

受付開始
６月１４日
（火）



 雇用保険 求職活動実績対象講座                                     ７ 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 7月 6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 4年 6月 9日（木）～7月 5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 



 

主催：ハローワーク川崎 ハローワーク川崎北 共催：川崎市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

                      

☆ 介護セミナーの再受講は不可。 

☆ 当日体調不良の方は参加を 

ご遠慮下さい。 

☆ 当日はマスク着用で参加を 

お願いします。 

 

対象者 ハローワークに登録が 

あり福祉職での就職をご検討中の方。 
定 員 各会場 2５名（要予約） 

会 場 ①ハローワーク川崎 ６階大会議室 

    ②エポックなかはら 川崎市総合福祉センター 

      JR 武蔵中原駅 徒歩１分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の仕事 

説明会・相談会  
 

日時：令和 4 年 7 月 8 日（金） 

１3：3０～１6：００  
（１３：0０～受付開始） 

 

★お申込みは各相談窓口へ★ 
①ハローワーク川崎会場：ハローワーク川崎 

②エポックなかはら会場：ハローワーク川崎北 
（お申込み後欠席される場合は必ずお知らせください） 

◆お問い合わせは◆ 

相談会の参加施設は決定次第、各ハローワークのホームページやツイッターなどでお知らせします。 

①ハローワーク川崎会場：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 

②エポックなかはら会場：ハローワーク川崎北 人材確保対策コーナー 
電話 ０４４－７７７－８６０９（４７♯）まで 

●第一部 説明会 
（エポックなかはら会場では ZOOM による

ビデオ視聴になります） 

介護の仕事・資格の説明や介護の現場

からの声などをお送りします。 

その後、各会場で当日の相談会参加 

施設の紹介があります。 

●第二部 相談会 

紹介状・履歴書不要 服装自由 
 

各参加施設のブースで 

個別に相談・面接ができます。 

6 施設が参加予定です。 
 

 

 当日の流れ 説明会だけの参加も歓迎！ 

※このセミナー参加は求職活動になります。 



看護職のキャリア形成と働き方

「看護のしごとを続けるわたし」
令和4年7月8日（金）10時～12時
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）

対象；ハローワークの登録がある看護職の方 ・参加定員；1４名
参加希望の方は事前に申込が必要(参加申込受付は電話予約または人材確保対策コーナー相談窓口）

参加に関するお願い
コロナウイルス感染防止のため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します。

看護職として活躍していた過去から
現在、未来へとライフステージの変化と
共に看護職のキャリアをつなぎ、年齢を
重ねていきながら、これからも看護の
しごとを続けるヒントをこのセミナーで
一緒に考えてみませんか。
看護職への復職のポイントも
知るチャンスです!!

【会場案内図】

★参加申込・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(部門番号49＃）

＊神奈川県ナースセンター ☎045-263-2101



看護職 復職支援セミナー＆就職相談会

プログラム
★開催日時 令和 4年 7月 8日（金） １０時～１２時

★会 場 こだまファンタジアビル ２階

☆セミナーの終了後にアンケートへの回答のご協力をお願いいたします。

☆セミナー参加に関してご質問等はハローワーク港北へお気軽におたずね下さい。
（受付時間 月曜～金曜 9：00～16：30 人材確保対策コーナーまで）

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

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によりセミナーの開催が中止に
なる場合もあります。ご了承の上、お申し込みください。
(中止の場合は事前にHP等でお知らせいたします）

時 間 内 容 備 考

10:00～
看護職 復職支援セミナー 開催
・配付資料の確認とプログラムの流れについて説明

10:05～10:30
神奈川県ナースセンター 相談員より
・神奈川県ナースセンターについてご紹介
・神奈川県内の看護職の就業状況・求人市場など

10:30～11:40
セミナー
看護職のキャリア形成と働き方｢看護のしごとを続けるわたし」

11:40～
セミナーに関する質疑応答
ハローワーク港北・人材確保対策コーナーからのご案内

11:45～

神奈川県ナースセンター 相談員による個別相談のご案内
＊セミナー終了後の個別面談を希望しない方は質疑応答終了後

に
退場頂けます

12:00
イベント終了
＊進行状況により終了時間が前後する場合があります

https://3.bp.blogspot.com/-S1O2iPBMHWw/UZStA7DLTTI/AAAAAAAATDI/8Z9EUoJWm1I/s800/nurse_nurse.png


内 容
○ 今の求職活動はどのように進める？（求職活動の概要）

○ 自分に合った仕事を見つけるには？（自己分析と職業理解）

○ 書類選考を突破するには？（応募書類作成）

○ 就職を勝ち取る面接の受け方は？（面接対策）

先が見えない不安への対策と10年後、 20年後のなりたい自分をどのよう

に見いだすかを、お話しします。

【セミナー申し込み方法について】
申込みは職業相談窓口での事前受付となります。

問い合わせ先☎ ０４５－４７４－１２２1 42＃

（早期再就職を希望している４０代・５０代の方が対象）

日付：7月11日（月）

定員：１４名

時間：10：30～12：00 【開場：10：20～】

場所：「こだまファンタジアビル２階」

（裏面参照）

お問い合わせ先 ： ハローワーク港北 職業相談第２部門 ☎045-474-1221 42#

※セミナー受講後希望する方は 、講師による担当者制個別支援

を受けられます。セミナーの不明点・書類の添削・面接対策など

何でもご相談ください。



・セミナーに参加するにはハローワークでの求職登録が必要です。

・申込み、セミナー参加時はハローワーク受付票をご用意ください。

・参加済のセミナーへの複数回の受講はご遠慮いただきますようお願いします。

・キャンセルの際はご連絡をお願いします。

・新型コロナウイルス感染拡大状況によりセミナーは中止になる場合があります。

＜ 会 場 案 内 図 ＞

正面玄関からは入場できません。
横の駐車場入り口を進み、奥にあ
る階段をご利用ください。

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。



生涯現役支援コーナーでは、６０歳以上の方を対象に、職業
相談・職業紹介、応募書類の相談・面接対策、シニア対象
のセミナー・面接会等を行っています。

60歳以上の就職活動でも応募書類の作成
や面接対策は重要なポイントです。本セミ
ナーでは、特にシニアの方が注意する点も
含め、応募先の企業や公共団体等とのマッ
チングを重視した応募書類の作成方法や
面接対策についてお話しします。

【セミナー申込み方法について】
参加ご希望の方は、直接職業相談窓口でのお申込みとなります。

☎ ０４５－４７４－１２２１ ４２＃

定員：１４名
時間：１０：１０～１２：００ 【開場：１０：００】
場所：「こだまファンタジアビル２階」（裏面参照）

シルバー人材センターのご案内
当セミナーでは、横浜市シルバー人材センターの方から、当センターの
概要・仕事内容等のご案内があります。

７月１２日（火）

お問い合わせ先： ハローワーク港北 職業相談第２部門

（早期再就職を希望している６０歳以上の方対象）



＜ 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。

正面玄関からは入場できません。

横の駐車場入り口を進み、奥に

ある階段をご利用ください。

・セミナーに参加するにはハローワークでの求職登録が必要です。

・申込み、セミナー参加時はハローワーク受付票をご用意ください。

・参加済のセミナーへの複数回の受講はご遠慮いただきますようお願いします。

・キャンセルの際は必ずご連絡をお願いします。

・新型コロナウイルス感染拡大状況によりセミナーは中止になる場合があります。



ハローワーク戸塚では、ハローワークで就職活動をしている求職者の方を対

象に就職活動に役立つ就職支援セミナーを開催しています。

就職ノウハウの獲得の機会として、皆様の積極的な参加をお待ちしています。

※ このセミナーは、当所会議室にお越しいただき受講していただく

対面式セミナーです。

参加される方へお願い

◆当日は、開始１０分前までに当所会議室にお越し下さい。
＊マスク着用 ＊手指の消毒 ＊体調不良の時の参加はご遠慮ください。
コロナ感染拡大防止のため、ご協力よろしくお願いいたします。

問い合わせ先：ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎０４５－８６４－８６０９（４１♯）

日 時 ： 令和 ４年 7 月 13 日 （水）

９：３０～１１：３０

定 員 ： １２名

対象者 ： ハローワークで求職登録している方

申込み方法 ： ハローワーク戸塚職業相談第一部門まで

来所または電話にてお申し込みください。

（※既にハローワーク就職支援セミナー受講済みの方は、ご遠慮ください）

～セミナー内容～

◆効果的な履歴書・職務経歴書の書き方

◆就職に繋がる面接対策

《グループワーク・ロールプレイングはありません》



現役社員が語る 警備 の仕事

日時 ７月１４日（木）14:00～15:30
*13:45～受付開始

協賛会社 株式会社ニッツウ警備保障

場 所 ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎
（川崎市高津区久本3-5-7）

申込方法 ●相談窓口
●電話（044-777-8609）47#

定 員 １２名 （定員になり次第、締め切り）

*本セミナーのご参加は、雇用保険の活動実績対象になります。

*当日はマスク着用必須です。発熱・咳など風邪の症状がある場合は参加をご遠慮願います。
また新型コロナウィルス感染症予防のために開催を中止することがあります。

警備のお仕事は未経験から始められます。
女性の方、２０代～６０代も活躍しています。
日々の仕事内容、やりがい、入社後の研修、キャリア
アップについてなどお伝え致します。

施設警備／雑踏・交通誘導警備 って 何 ?

警備会社の方に講演頂く業界セミナーです。
希望者には講演終了後、企業様と直接お話し頂く事も可能です。





介護の仕事へ就業を希望する求職者の方へ

介護職への就職支援・介護の仕事を知るDVDセミナー

「介護の仕事とその魅力」

日 時：令和 ４年 7月15日(金）
10時30分-11時30分

会 場：こだまファンタジアビル2階
開場 10時20分～

介護職への就業を希望している方に仕事内容が学べるセミナーです。

実務経験や資格をお持ちでない方もぜひご参加下さい!!

セミナー受講後に「人材確保対策コーナー」で個別相談も

行っていますのでぜひお気軽にご利用ください!!

★問い合わせ先★

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 8：30-17：15

対象者：介護職への就業を希望してる、介護職が未経験だが就職を希望する方

参加申込：｢人材確保対策コーナー｣相談窓口にてお申し込み下さい(事前予約制）

参加受付人数：14名

持ち物：筆記用具、ハローワーク受付票、または受給資格者証

★以前に介護系のセミナーに参加履歴がある方はご遠慮いただく場合があります。

★コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。

～介護職の職務理解と体験談から魅力を知ろう～
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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。

★参加に関するお願い★

新型コロナウイ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・手指の消毒にご協力をお願いします。

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します。

新型コロナウイルス感染状況によりセミナーの開催が

中止になる場合があります。



◆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）

◆対象者：ハローワークに求職登録があり、介護職に就職を希望される方。

◆参加には事前申込みが必要です。※複数応募可能 面接時間は１人約30分

◆面接希望の方は履歴書・ハローワーク受付票をご持参ください。

◆お申込み・お問い合わせ◆
ハローワーク戸塚 人材確保対策コーナー
☎０４５－８６４－８６０９（４１＃）

雇用保険受給中の方は、「求職活動実績」になります。

★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、マスクの着用・手指消毒等にご協力を
お願いします。また体調の悪い場合は参加をお控えください。！

無資格・未経験の方も大歓迎♪
相談のみの参加もＯＫ！

企業の方と直接、面談できます。
お気軽にご参加ください。

※ 求人の詳細は
裏面をご参照ください。

♣ 特別養護老人ホーム 松みどりホーム
♣ 訪問の家 地域活動ホーム径
♣ 特別養護老人ホーム 横浜敬寿園

会場：ハローワーク戸塚

♣ 参加企業 ♣



社会福祉法人　松緑会　松みどりホーム

年齢 資格 経験

65歳
以下

不問 不問

社会福祉法人訪問の家　地域活動ホーム径

年齢 資格 経験

59歳
以下

不問 不問

40歳
以下

不問 不問

59歳
以下

不問 不問

社会福祉法人　敬寿会　横浜敬寿園

年齢 資格 経験

不問 14030-5391021

14030-5387521

　                                                            ◆お申込み・お問い合わせ◆
　　　　　　　                                                                     ハローワーク戸塚　人材確保対策コーナー

求人一覧　＊詳細は求人票をご確認ください。　　　　          ☎０４５－８６４－８６０９（４１＃）

特別養護老人ホームの
短期入所における介護業務

食事・入浴・排泄等

生活全般における介護

求人番号

障害のある方の自宅を訪問し、日常の
不安や将来の希望などを傾聴する仕

事です
障害者支援あんしんサポーター

パート

求人番号

14030-5389321

仕事の内容

14030-5384721
障害者施設の相談員

（相談スタッフ）
正 社 員

特別養護老人ホームの
短期入所における介護業務

食事・入浴・排泄等

生活全般における介護

障害のある方の日常生活
サポート

障害者相談支援業務
支援プランの作成　生活・職業指導

自宅訪問等

14030-5385821
障害者施設の生活支援員

（障害者支援スタッフ）
パ ー ト

求人番号

介　　護
 正 社 員

介　　護
 パ ー ト

障害者施設の生活支援員
（障害者支援スタッフ）

正 社 員
14030-5386221

14030-5390121

◆◆　日時：７月１９日（火）　13:00～　◆◆
◆◆　会場：ハローワーク戸塚　大会議室 　◆◆ 介護面接会

14030-5392721
介　　護
パート

不問

不問

不問

職　　種 仕事の内容

介　　護
契約社員

職　　種 仕事の内容

職　　種

【就業場所】

戸塚区原宿２－５６－３（マイカー通勤可）

戸塚駅・藤沢駅～大運寺バス停 徒歩５分

大船駅～原宿四ツ門バス停 徒歩５分

【就業場所】泉区和泉町5019-1

（マイカー通勤可）

相鉄いずみ野線

いずみ中央駅から 徒歩15分

【就業場所】栄区桂町711

さかえ次世代交流ステーション

京浜東北線 本郷台駅 徒歩８分

マイカー通勤可戸塚区 原宿

本郷台駅8分 駅近

泉区 マイカー通勤可

★正社員登用制度あり(実績多数あり）

いずみ中央駅15分



予約
不要

入退場
自由

服装
自由

参加
無料

応募書
類不要

相談制
限なし

活動
実績

※リモート参加は要予約
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