
【神奈川労働局職業安定部】
１月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年１２月２６日）

名称 日時 概要

生涯現役★就職
支援セミナー

1月10日（火）

10時10分
～12時00分

【対象60歳以上】

【内容】
60歳以上の方が就職活動する中で面接対策は重要
です。面接のポイントについてのお話しや応募先
とのマッチングを重視した応募書類作成支援や面
接対策をお話します。
【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
【申込先・問合先】
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。

若年者セミナー
～適職の探し方～

1月11日（水）

14時00分
～16時00分

【対象34歳以下】

【内容】
34歳以下の方を対象に、やりたいことが見つから
ない、適職がわからない、どんな仕事があるのか
わからない等、仕事選びに悩んでいる方に向けた
セミナーです。
【場所】
ハローワーク川崎北４階会議室
（川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル4階）
【規模】
定員 10名
【申込先・問合先】
ハローワーク川崎北
☎044-777-8609 部門コード41♯
※ハローワーク川崎北ＨＰをご覧ください。

就職支援セミ
ナー

就活準備編

1月11日（水）

13時30分
～15時30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
【申込先・問合先】
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。

神奈川労働局

セミナー

応募対策

セミナー

応募対策

セミナー

生涯現役
支援



【神奈川労働局職業安定部】
１月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年１２月２６日）

名称 日時 概要

若者のための
就職支援セミ
ナー

1月12日（木）

13時30分
～15時30分

【対象34歳以下】

【内容】
若者を対象として、VPI職業興味検査による自己
理解や自己分析を踏まえた応募書類の準備につい
てお話しします。
【場所】
ハローワーク厚木２階会議室
（厚木市寿町3-7-10）
【規模】
定員 8名
【申込先・問合先】
ハローワーク厚木
☎046-296-8609
※ハローワーク厚木ＨＰをご覧ください。

障害者
ミニ面接会

1月13日（金）

13時30分
～16時40分

【内容】
障害のある方を対象としたミニ面接会です。
ハローワーク会議室で２社の求人者と面接ができ
ます。
【場所】
ハローワーク川崎北 溝の口庁舎 会議室
（川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル4階）
【規模】
参加企業 ２社
【申込先・問合先】
ハローワーク川崎北 専門援助部門
☎044ｰ777-8609 部門コード44♯
※ハローワーク川崎北ＨＰをご覧ください。

就職への
ロードマップ
～就職活動の始め方～

1月13日（金）
1月30日（月）

10時00分
～10時30分

【内容】
Zoomによるオンラインセミナーです。
就職活動の流れや職業情報サイトの紹介、民間職
業紹介サイトとハローワークとの違い等の話をし
ます。
【場所】
Zoomにて動画配信
【規模】
各回50名（要予約）
【申込先・問合先】
ハローワーク川崎北
☎044-777-8609 部門コード41#
※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

応募対策

面接会

障害者の方

オンライン

セミナー



【神奈川労働局職業安定部】
１月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年１２月２６日）

名称 日時 概要

介護の仕事説明
会・相談会

1月13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。（ハローワーク川崎会場は、
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
【申込先・問合先】
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。

保育園（保育
士・保育補助）
説明会＆面接会

1月17日（火）

説明会
10時00分～

面接会
10時30分～

【内容】
ハローワークの会議室で保育園の現場担当者が仕
事について説明し、その後の面接会で直接面接が
できます。
【場所】
ハローワーク平塚 会議室
（平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎）
【規模】
参加企業 １社
社会福祉法人知足会 二宮保育園
【申込先・問合先】
ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー
☎0463-24-8609（41#）
※ハローワーク平塚ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

説明会

福祉・介護

説明会

面接会

相談会

保育の仕事



【神奈川労働局職業安定部】
１月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年１２月２６日）

名称 日時 概要

ミニ面接会 1月18日（水）

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
株式会社ノジマ
【申込先・問合先】
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。

シニア
就職面接会

1月19日（木）

13時30分
～16時00分

13時15分～
参加企業
プレゼンテーション

【対象60歳以上】

【内容】
60歳以上を対象とした企業8社が集まる就職面接
会です。予約不要ですので、お気軽に参加できま
す。
【場所】
横須賀商工会議所 1階多目的ホール
（横須賀市平成町2-14-4）
【規模】
参加企業 ８社
【問合先】
ハローワーク横須賀 職業相談部門/専門援助部門
☎046-824-8609 部門コード41#・43#
※ハローワーク横須賀ＨＰをご覧ください。

介護の仕事を知
るDVDセミナー

「高齢者介護の
仕事を知ろう」

1月19日（木）

14時00分
～15時00分

【内容】
DVDの視聴等をしながら高齢者施設での介護や訪
問介護ヘルパーの仕事等の仕事内容を学びます。
【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（要事前予約）
【申込先・問合先】
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。

神奈川労働局

面接会

就職氷河期
世代歓迎

生涯現役
支援

面接会

セミナー

福祉・介護



【神奈川労働局職業安定部】
１月の職業安定部・ハローワークの取組⑤

（令和４年１２月２６日）

名称 日時 概要

よこはま合同
就職面接会

1月24日（火）

第1部
10時00分

～12時00分

第2部
14時00分

～16時00分

【内容】
正社員求人限定とした就職面接会です。2部制と
して、各部12社の企業が一同に介します。
【場所】
横浜市技能文化会館 ２階多目的ホール
（横浜市中区万代町2-4-7）
【規模】
2部制で実施。各部12社
【問合先】
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。

保育の仕事
合同面接会

1月24日（火）

13時00分
～16時30分

【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 別棟会議室
（横浜市戸塚町3722）
【規模】
参加企業 2社
A：学校法人 吉原学園 戸塚ふたば幼稚園
B：社会福祉法人 龍美 ハートの森保育園
【申込先・問合先】
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。

ミニ面接会 1月26日（木）

13時30分～

【内容】
ハローワークの会議室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】
ハローワーク平塚 会議室
（平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎）
【規模】
参加企業 １社
SOMPOケア ラヴィーレ湘南平塚
【申込先・問合先】
ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー
☎0463-24-8609（41#）
※ハローワーク平塚ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

面接会

面接会

面接会

保育の仕事



【神奈川労働局職業安定部】
１月の職業安定部・ハローワークの取組⑥

（令和４年１２月２６日）

名称 日時 概要

さがみはら
就職面接会

2月7日（火）

13時00分
～16時00分

【内容】
経験不問求人とトライアル雇用求人を集めた面接
会です。経験が無い仕事を検討している方、新た
な仕事に挑戦してみませんか。
【場所】
ソレイユさがみ セミナールーム１
（相模原市緑区橋本6-2-1

シティプラザはしもと内（イオン橋本店6階））
【規模】
参加企業 約15社
【問合先】
ハローワーク相模原 事業所部門
☎042-776-8609 部門コード31#
※ハローワーク相模原HPをご覧ください。

みうらで働こう!
面接・相談会

2月17日（金）

13時30分
～16時00分

【内容】
2月に予定している三浦市での面接会に参加いただ
ける企業を募集しています。
人手不足に悩む企業の皆様、是非参加しませんか。
【場所】
三浦市民ホール（三崎FWうらり ２階）
（三浦市三崎5-3-1）
【規模】
令和元年度の際は、約100名が来場しました。
【問合先】
ハローワーク横須賀 求人企画部門
☎046-824-8609 部門コード31#
※ハローワーク横須賀HPをご覧ください。

神奈川労働局

面接会

面接会

事業主対象

相談会



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。

１月１０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。



3４歳以下でしごと選びに
悩んでいる方へ

やりたいことが見つからない人

世の中にどのような仕事があるのか知りたい人

自分の適職が知りたい人

当日はマスク着用をお願いします。発熱・せき等、風邪の症状がある場合には参加を見合わせて
ください。また、新型コロナウイルス感染防止等のため開催を中止することがあります。

ハローワーク川崎北
公式ＬＩＮＥ

令和
５年１月１１日 水 開催

開催時間 14：00～16：00

開催場所 ハローワーク川崎北４階 会議室

定 員 １０名限定

完全予約制
相談窓口かお電話で予約が可能です
☎ 044-777-8609（41＃）

雇用保険の活動実績になります

こんな人に
おすすめ！

その他

「苦手・できない」から自分に合った仕事を考え、
世の中の仕事を理解することで適職に近づこう

講義内容



 雇用保険 求職活動実績対象講座                                        1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 5年 1月 11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 12月 8日（木）～令 5年 1月 10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 



３５歳未満の方を対象にした

若者のための就職支援セミナー

セミナーの内容

・ＶＰＩ職業興味検査による、自己理解

・応募活動の流れ

・自己分析を踏まえた応募書類の準備について

<定員８名>

就職支援セミナーの参加には申し込みが必要です。
申込書をご記入の上、総合受付にお申し出ください。

場 所 当所２階会議室（１３：１５より受付開始）

持ち物 鉛筆・ボールペン・消しゴム・定規（ＶＰＩ検査のため）

受講中・会場内は、マスクの着用をお願いします。

受講にあたり発熱等体調不良の方はご出席をお見合わせください。

令和5年1月12日木曜日
１３：３０～１５：３０

ハローワーク厚木



お近くのハローワークから
お申し込みください。
ご来所の際はマスクの着用
をお願い致します。

参加企業

●アジア航測株式会社
職種 : 一般事務【麻生区】（14140-15263121）

●聖マリアンナ医科大学
職種 ：軽作業・事務補助・清掃【宮前区】

（14140-15268521）

日時：令和５年１月13日（金）
13：30～16：４0 （完全予約制）

場所：ハローワーク川崎北 溝の口庁舎 会議室

求人公開日
令和４年12月５日予定

予約申込期間
令和４年12月7日～令和５年１月６日

完全予約制のため、早めに応募受付を締め切る場合が
あります。



～就職活動の始め方～

お問い合わせ：ハローワーク川崎北 ０４４－７７７－８６０９ （４１＃）
担当：小田島・伊藤

就職活動の方法を知りたい方へ

各回５０名（要予約）※定員になり次第締切

※求職活動実績の対象セミナーです。

１２月１５日（木）より
相談窓口・お電話にて受付

日時

定員

セミナー
内容

申込方法

Ｚｏｏｍにて動画配信

０４４－７７７－８６０９（４１＃）

実施
方法

１月１３日（金）、３０日（月）
１０：００～１０：３０

オンラインセミナー

＜備考＞
当日は9：40より入室可能です。
多くの方に視聴していただくため、再度の受講はご遠慮ください。
ＨＰより利用規約を事前にご確認ください。視聴にあたっては規約に同意したものと見なします。

・就職活動の流れの説明
・職業情報を調べられるサイトの紹介
・民間職業紹介サイトとハローワークの違い

など



STEP.４
ミュートボタンは常にこの状態（ミュート）にしてください。

STEP.３
こちらはホストが入室を許可した
画面です。

STEP.５
セミナー中はこのような画面になります。
レコーディング機能は使用しないでください。

STEP.６
セミナー終了時に、ホスト側から退出のアナウンスがあり
ます。退出ボタンをタップして、ミーティングから退出して
ください。

以上で終了となります。
お疲れさまでした。

STEP.２
雇用保険受給者の方は、求職番号で入室
してください。それ以外の方は、ニック
ネームでもかまいません。

ホストが入室の許可を出すまでお待ち
ください。

STEP.１
セミナー開始５分前までにIDとパス
ワードを入力して入室してください。

サインインはホスト側が使用する機能な
ので使用しません。

Zoom 操作手順

https://zoom.us/signup

まずZoomのアプリをダウンロードしてご用意ください。
下記URLから、もしくはQRコードをスキャンしてダウンロードが可能です。

ハローワーク川崎北 ＬＩＮＥ公式アカウント
毎月オンラインセミナー開催中！友だち追加はこちらから▶

お問い合わせ先：ハローワーク川崎北 職業相談第一部門
☎０４４－７７７－８６０９（４１♯）

Androidの方は以下をタップ

デバイスオーディオを介して通話

iPhoneの方は以下をタップ

音声が聞こえない場合
に参加

◀このマークが表示されている場合は
音声が接続されていません。



 

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 

     6 階研修室（川崎市中原区上小田中 6-22-5） 

      JR 武蔵中原駅 徒歩１分 

 
 
 
 
 
 
 

 

介護のしごと 

説明会・相談会  
 

日時：令和 5 年 1 月 13 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◆ 

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 
（ハローワーク川崎会場では 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 第二部相談会からの参加も歓迎！ 

※このセミナー参加は求職活動になります。 

就職氷河期世代の方もお気軽にご参加ください 

 

参加予定施設はこちらから 

ご確認ください 

相談会で１施設以上ご相談の方に

いずれか１点プレゼント！！ 

 



予約
優先制

二宮町認可保育園

ブランク歓迎説明会のみ参加可

二宮駅から徒歩7分

■保育士（正社員）
求人番号：14060-9958121
■保育士（パート）

求人番号：14060-9957921

■保育補助（パート）

求人番号：14060-9959021

ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー
℡ 0463-24-8609（41＃） Fax 0463-23-7924

お申込み
お問い合わせ
（電話受付OK）

場所：ハローワーク平塚 会議室
※予約優先制です。定員に達した時点で申し込みを締め切ります。
※予約が定員に達しない場合は当日参加も受付しますが、予約優先制のため事前にお問い合わせください。
※面接会は一人20分程度を予定しています。
※合同説明会のみの参加や、面接会で個別相談を希望される方は、履歴書等不要（紹介状は発行します）。

現場担当者から、
お仕事について詳しい
説明が聞けるチャンス！

■求職活動実績
になります■

！
マスク着用の上、ご参加ください。
当日の2週間前迄に発熱・風邪の症状
があった方は、参加をお控えください。

中郡二宮町二宮1049
JR二宮駅から徒歩7分

令和5年1月17日（火）
説明会10：00～ 面接会10：30～

個別相談可





60歳以上対象！

令和５年１月１９日（木）

１３：３0～1６：０0（受付開始13：15）
13：15～13：30 参加企業プレゼンテーション

横須賀商工会議所 １階多目的ホール
横須賀市平成町2-14-4 京急線県立大学駅から徒歩10分

参加企業８社！

・開催日に直接会場へお越し
ください。

・履歴書と
ハローワーク受付票をお持
ちの方はご持参ください。

担当：ハローワーク横須賀 TEL０４６－８２４－８６０９
職業相談部門 41＃ / 専門援助部門 43＃

主催：横須賀公共職業安定所・横須賀市・横須賀商工会議所

お気軽にご参加ください

「横須賀市シルバー人材センター」
「横須賀市社会福祉協議会
よこすかボランティアセンター」

の相談ブースもあります！



雇用保険受給中の方は求職活動実績になります！参加申込書

※参加企業の詳しい求人内容（求人票）は、12月下旬にハローワーク横須賀の
ホームページで公開します。
ハローワーク横須賀HPトップページ ↓
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-yokosuka.html

（建物サービス） 株式会社 ライズ

株式会社 KNサービス

（製造） 長井水産 株式会社

（飲食） 株式会社 TOMORROW

株式会社 ベジッシュ

（その他） 一般財団法人 シティサポートよこすか

株式会社 不二テクノ

東建設 株式会社



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

「高齢者介護の仕事を知ろう」

日 時：令和 5年 1月19日(木） 14時-15時

会 場：こだまファンタジアビル2階
開場 13時40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

★直近１年以内に港北所開催の介護系のセミナーに参加履歴がある求職者の方は

ご遠慮ください。セミナーの内容は人材確保対策コーナー窓口でご案内します。

★開始時間までに来場していない場合はセミナーに参加できません。

★コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。

～有料老人ホーム・認知症対応型グループホームの仕事～
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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。





Ａ： 学校法人 吉原学園 戸塚ふたば幼稚園

「資格不問・経験不問」の保育補助の求人もあります！
子育て経験のある方、保育士を目指している方など、

保育の仕事にご興味のある方ならどなたでも大歓迎です。
お気軽にご参加ください！

↓参加事業所A・Bの求人番号等は裏面をご覧下さい。

「求職活動実績」になります 相談のみの参加ＯＫ 入社日相談可！
令和５年 ４月～入社ＯＫ！

◆お申込み・お問い合わせ◆
ハローワーク戸塚 職業相談第一部門

☎０４５－８６４－８６０９（４１#）

保育の仕事に興味のある方、ハローワーク戸塚 に集合！

会場：ハローワーク戸塚 別棟会議室
時間：１３：００～１６：30 （面談時間は１人約３０分）

◆参加には事前申込みが必要です
◆相談のみの参加も大歓迎です
◆面接希望の方は履歴書をご持参ください

【ぐんぐん きらきら たくましく】
をスローガンに子ども達と共に過ごしています。
高台にある自然に囲まれた環境で、大人も子どもも
元気いっぱい笑い･走り･あそび･成長していきます。
そんな子ども達のために保育のお手伝いをお願いします。
資格･経験の有無は問いません。
明るい職場の仲間がお待ちしております。
週２日～勤務可能。

子供たちに答えや方法を教えるのではなく、
自ら気づきを考えるように導き、見守り、
笑顔あふれる保育をめざしています。

楽しく子供たちと一緒に成長したいと思っている方を
募集しています。
ワークライフ充実した環境で働けます。

Ｂ： 社会福祉法人 龍美 ハートの森保育園

令和５年 １月２４日（火）13：00～

保育の仕事 合同面接会



Ａ：学校法人　吉原学園　戸塚ふたば幼稚園

年齢 資格 経験

不問 不問 不問

不問 不問 不問

Ｂ：社会福祉法人 龍美　ハートの森保育園

年齢 資格 経験

64歳以下 保育士 不問

不問 不問 不問

パート

パート

◆◆◆求人一覧◆◆◆

求人番号

職　　種

幼稚園保育補助

求人番号

14030-10962021

区分

♣求人の詳細は求人番号からご参照ください♣

職　　種 区分

預かり保育業務補助 14030-10963721

保育士 14030-10964821

保育士及び保育補助 パート 14030-10965221

正社員

【就業場所】

戸塚区下倉田町１４６８－１（マイカー通勤可）

明治学院南門バス停 徒歩３分 乗車駅：戸塚駅

【就業場所】

戸塚区品濃町１０２４

ＪＲ横須賀 東戸塚駅 徒歩１３分

マイカー通勤可（無料駐車場あり）

資格・経験不問 入社日相談可

★参加に関するお願い★

週２日～ 勤務可

経験不問 入社日相談可

シニア歓迎♪昼食あり（250円/1食）

★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。

入社日相談できます。
令和５年４月～入社ＯＫです！
ご参加お待ちしております。



 

 

 

ラヴィーレ湘南平塚 

ハローワーク平塚 人材確保対策コーナー 

無資格

未経験 
研修制度

充実 

日時：令和５年１月２６日（木） 午後１時 30分～ 
会場：ハローワーク平塚 駐車場奥１階会議室 
申込：予約後に紹介状の交付を受けてください。 

予約制 説明のみ可 求職活動になります

実績 ゆうｓ 

●予定求人 

職種 求人番号 フルタイム／パートタイムほか備考 

介護スタッフ（正社員） 14010-61387721 フルタイム・ラヴィーレ湘南平塚 

介護スタッフ（パート） 14010-61390621 パートタイム・ラヴィーレ湘南平塚 

正看護師（正社員） 14010-61393021 フルタイム・ラヴィーレ湘南平塚 

准看護師（正社員） 14010-61396221 フルタイム・ラヴィーレ湘南平塚 

正・准看護師（パート） 14010-61403321 パートタイム・ラヴィーレ湘南平塚 

 

参加ご希望の方は、以下の窓口にお申し込みください。 

職業相談：人材確保対策コーナー １５番窓口 

☎０４６３－２４－８６０９（４１＃）ハローワーク平塚 

ミニ面接会 

子育て

支援 

資格取得

支援制度 

ＳＯＭＰＯケア 

※予約優先制です。定員に達した時点で申込みを締め切ります。 

※予約が定員に達しない場合は当日参加も受付けますが事前に問い合わせください。 

※面接は、1 人２０分。説明のみの方も紹介状は発行します（履歴書不要）。 
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みうらで働こう！面接・相談会

参加企業を募集します
参加費
無料

地元で就職したい三浦市民の方……
下り電車で楽々通勤したい方…
海と自然に囲まれて働きたいと思っている方……
三浦に移住を検討されている方……
いろいろな方と直接お話ができるチャンスです！
人手不足に悩む企業の皆様、参加をお待ちしております。
令和元年度の面接・相談会には９６名の求職中の方が参加しまし
た。

令和５年２月1７日（金）13：30～16：00
三浦市民ホール（三崎ＦＷうらり 2階）

三浦市三崎5-3-1

 募集企業
三浦市内に本店・支店または勤務先があり
正社員・パートを１人以上求めている企業

 申込方法
参加申込書（裏面）に記入のうえ、
ハローワーク横須賀にお申し込みください。

主催 ハローワーク横須賀・三浦市・三浦商工会議所

お問合せ：ハローワーク横須賀 求人企画部門 046-824-8609 31＃
〒238-0013 横須賀市平成町2-14-19

三浦商工会議所 046-881-5111

★なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる場合が
ありますのでご了承ください。



令和４年１２月２３日（金）までにご提出ください。

企業用参加申込書
１．企業名：

２．業 種：農業 水産 観光 福祉 製造 運輸

建設 その他（ ）

３．所在地

４．ＴＥＬ ５．ＦＡＸ

６．募集職種（例：事務、接客）

正社員

パート

７．ご担当者氏名

ご注意

・参加の可否については、参加締切日以降順次ご連絡します。

・当日は、参加企業ごとにブースを設置します。

面談希望者に対し仕事内容や待遇面の説明及び面接を行ってください。

・参加決定後にハローワークに求人票を提出していただきます。

・会場の都合上、参加希望多数の場合は抽選とさせていただきます。

・業種ごとに３社程度の出展となります。

・パートのみの募集も３社程度とさせていただきます。

・詳細は参加決定後にお知らせいたします。

みうらで働こう！面接・相談会
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