
【神奈川労働局職業安定部】
２月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和５年１月３０日）

名称 日時 概要

2023
よこはま
障害者合同就職
面接会

2月16日（木）

12時00分
～16時00分

面接予約受付期間
1月17日（火）
～2月8日（水）

【内容】
障害者を対象とした各ハローワーク合同の面接会
です。
約60社の企業が参加予定です。
コロナ禍のため、完全予約制となりますので、参
加希望の方は事前申込みをお願いします。
【場所】
横浜武道館
（横浜市中区翁町2－9－10）
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク横浜 045-663-8609 46#
ハローワーク戸塚 045-864-8609 43#
ハローワーク川崎 044-244-8609 44#
ハローワーク横浜南 045-788-8609 42#
ハローワーク港北 045-474-1221 44#
※ハローワークHPからもご覧ください。

湘南地域
障害者
ミニ面接会

2月17日（金）

9時30分
～11時30分

13時30分
～15時30分

面接予約受付期間
2月6日（月）
～2月15日（水）

【内容】
障害者を対象としたハローワーク内会議室で行う
ミニ面接会です。
８社の企業が参加予定です。
完全予約制となりますので、参加希望の方は事前
申込みをお願いします。
【場所】
ハローワーク藤沢 ４階会議室
（藤沢市朝日町５－１２）
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク藤沢 専門援助部門
☎0466-23-8609 47#
※ハローワークHPからもご覧ください。

よこすか
障害者面接会

2月22日（水）

14時00分
～16時00分

面接予約受付期間
1月20日（金）
～2月20日（月）

【内容】
障害者を対象としたハローワーク内会議室で行う
ミニ面接会です。
５社の企業が参加予定です。
完全予約制となりますので、参加希望の方は事前
申込みをお願いします。
【場所】
ハローワーク横須賀 ３階会議室
（横須賀市平成町２－１４－１９）
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク横須賀 専門援助部門
☎046-824-8609 43#
※ハローワークHPからもご覧ください。

神奈川労働局

面接会

面接会

面接会

障害者の方

障害者の方

障害者の方



【神奈川労働局職業安定部】
２月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和５年１月３０日）

名称 日時 概要

ハローワーク
川崎北 障害者
ミニ面接会

2月24日（金）

2月27日（月）

13時30分
～16時40分

面接予約受付期間
1月27日（金）～

【内容】
障害者を対象としたハローワーク内会議室で行う
ミニ面接会です。
各日３社の企業が参加予定です。
完全予約制となりますので、参加希望の方は事前
申込みをお願いします。
【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）
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク川崎北 専門援助部門
☎044-777-8609 44#
※ハローワークHPからもご覧ください。

就職支援
セミナー

2月8日（水）

13時30分
～15時30分

【内容】
求職活動に必要な基本を学びます。
労働市場の見方や情報収集方法の他、応募書類の
作り方や面接の受け方を学びます。
【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 18名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク厚木 総合受付まで
☎046-296-8609
※ハローワークＨPもご覧ください。

早期就職応援
セミナー

2月8日（水）

9時30分
～11時30分

【内容】
求職活動にあたり自己理解の大切さを学び、採用
につながる面接対策を勉強します。早期再就職の
ための近道を目指すセミナーです。
【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 12名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 職業相談第3部門
☎045－474－1221 部門コード43♯
※ハローワークＨＰもご覧ください。

神奈川労働局
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【神奈川労働局職業安定部】
２月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和５年１月３０日）

名称 日時 概要

生涯現役
就職支援
セミナー

2月10日（金）

午前の部
（オンライン形式）
10時30分

～11時30分

午後の部
（対面形式）
14時30分

～16時00分

【概ね60歳以上】

【内容】
概ね60歳以上の方を対象にした就職支援セミナー
です。再就職についての理解を深めることで、就
職活動を進めましょう。
【場所】
［午前］自宅でのzoom使用
［午後］ハローワーク藤沢4階大会議室
（藤沢市朝日町5－12）
【規模】
午前定員 6名、午後定員12名
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク藤沢 生涯現役支援窓口
☎0466-23-8609 41♯
※ハローワークＨＰもご覧ください。

就職面接会 2月10日（金）

13時30分
～15時30分

【内容】
綾瀬市商工会とハローワーク大和が共催して就職
面接会を行います。
企業説明だけ聞きたい方も大歓迎です。
【場所】
綾瀬市商工会２階会議室
（綾瀬市深谷中5－17－1）
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク大和 職業相談部門
☎046－260－8609 41#
※詳細はハローワークHPもご覧ください。

マザーズ
コーナー

就職準備
セミナー

再就職はじめの一歩
2月14日（火）
10時15分

～11時45分

子育て中の方の応募
書類と面接の基本
2月16日（木）
10時15分

～11時45分

【内容】
Zoomによるライブ形式のセミナーです。自宅で
の受講ですのでお子さんが一緒で安心です。
再就職には何から始めたらいいのか、子育て中の
方のための応募書類や面接の基本をお話しします。

【申込み先・問合せ先】
ハローワーク藤沢 マザーズコーナー
☎0466－23－8609 部門コード44♯
※ハローワークＨＰもご覧ください。

神奈川労働局
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【神奈川労働局職業安定部】
２月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和５年１月３０日）

名称 日時 概要

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】
三浦市三崎を会場として面接会を行います。
海と自然に囲まれた環境で働きたい方、企業の方
と直接話ができるチャンスです。
事前申込は不要ですので、当日直接お越しくださ
い。
【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】
参加企業13社
【問合先（部門コード）】
ハローワーク横須賀 職業相談部門
☎046-824-8609 41#
※ハローワークHPもご覧ください。

タクシードライ
バー
企業説明会
合同就職面接会

2月10日（金）

9時30分
～11時30分

【内容】
タクシー協会川崎支部とハローワーク川崎が主催
してのタクシー会社７社が集まった合同面接会で
す。仕事内容を聞くだけでも構いません。2種免許
がなくても応募可能です。
【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】
参加企業 7社
【申込先・問合先】
ハローワーク川崎 ☎044-244-8609
※ハローワークＨＰをご覧ください。

シニア
就職支援
セミナー

2月21日（火）

9時30分
～11時45分

【概ね60歳以上】

【内容】
概ね60歳以上の方を対象にした就職支援セミナー
です。再就職についての自身の環境の理解を深め
ること等を学びます。
【場所】
ハローワーク戸塚 別棟会議室
（横浜市戸塚区戸塚町3722）
【規模】
定員12名
【申込み先・問合せ先（部門コード）】
ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎045-864-8609 41♯
※ハローワークＨＰもご覧ください。

神奈川労働局

面接会

面接会

セミナー

生涯現役
支援



 

〒231-0023 横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル

ハローワーク川　崎（専門援助部門）
〒210-0015 川崎市川崎区南町17-2

TEL．044-244-8609(44#)　　　　FAX．044-233-4343

　　　　　主催：ハローワーク横浜・戸塚・川崎・横浜南・港北　神奈川労働局
　　　　　共催：神奈川県・横浜市健康福祉局　後援：神奈川障害者職業センター

ハローワーク横浜南（専門援助部門）
〒236-8609 横浜市金沢区寺前1-9-6

TEL．045-788-8609(42#)　　　　FAX．045-782-9087

ハローワーク港　北（専門援助部門）
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6

TEL．045-474-1221(44#)　　　　FAX．045-474-0878

★感染拡大状況により面接会の開催を急遽中止する場合があります。

ハローワーク横　浜（みどりのコーナー）
TEL．045-663-8609(46#)　　　　FAX．045-671-0055

ハローワーク戸　塚（専門援助部門）
〒244-8560 横浜市戸塚区戸塚町3722

TEL．045-864-8609(43#)　　　　FAX．045-864-8600

★予約にはハローワークでの障害者求職登録が必要です。登録がお済みでない方は、住所地管轄ハローワークで
　お早めに登録してください。（登録に必要な書類等は、住所地管轄ハローワークにご確認ください。）

★支援機関やご家族の同行（１名のみ可）を希望される場合は、予約時に必ずお申し出ください。

★手話通訳を希望される聴覚障害者の方は、予約時にお申し出ください。

★駐車場は車椅子及び下肢障害の方のみのご利用とさせていただきます。予約時にお申し出ください。
（駐車スペースに限りがあるため、ご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。）

★求人一覧は、労働局及び主催所ホームページからもご覧いただけます。

※求人ごとに予約開始日が異なりますのでご注意ください。また、面接枠の定員に達した時点で
　受付を早期に締め切りますのでご了承ください。

☆新型コロナ感染防止対策のため、完全予約制(面接時間15分程度)での開催となります。
　予約がない方はご入場いただけません。

★予約できる事業所数は１人２社までです。最寄りのハローワークにご来所の上、窓口を通じて予約してください。

★予約は、求人ごとに予約開始日が異なりますのでご注意ください。面接時間は選択できません。

★予約が定員に達した事業所の求人については、予約受付を早期に締め切ります。
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応募したい求人の求人票裏面をチェックしてください。

面接会求人の面接予約について

①求人に関する特記事項欄に補足事項が記載されていますのでご一読ください。

②選考に関する特記事項欄に予約受付期間が記載されていますのでご確認ください。
（予約受付期間内であっても定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。）

③予約した面接をキャンセルする場合は、速やかに担当者欄の窓口にご連絡ください。

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により面接会の開催を急遽中止する場合があります。

＊このチラシの表面も必ずご確認ください。

＊最寄りのハローワーク窓口で、紹介状の交付を受けてご参加ください。

＊面接会当日の持ち物については予約時にご案内いたします。

①

②

③



ハローワーク藤沢
4階会議室

・館内換気 ・飛沫防止シートの設置 ・マスク着用

・手指の消毒 ・検温の実施 ・ソーシャルディスタンス

新型コロナウイルス感染防止対策

JR藤沢駅・小田急藤沢駅北口より徒歩８分

主催・ハローワーク藤沢 共催・藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町
問い合わせ・・・専門援助部門 TEL 0466-23-8609（部門コード47＃）

FAX 0466-25-4714

日時

会場

9：30～11：30
13：30～15：30

湘南地域

参加企業
８社

★応募の前に必ずお読みください★
・時間指定の完全予約制で実施します。予約のない方はご参加いただけませんのでご注意ください。
・応募は一人２社までとなり、定員に達した場合は締め切らせていただきます。
・電話での応募予約はできませんので、ご了承ください。
・支援機関の方が同行される場合は、予約時に必ずお申し出ください。同行は１名までとさせていただきます。
・予約をキャンセルする場合は、速やかに予約したハローワークに連絡してください。

面接予約期間 2月6日(月)～2月15日(水)

障害者ミニ面接会

※応募予約は最寄りのハローワークで申し込み、紹介状を受け取って下さい。

2月17日(金)
令和５年



詳細は最寄りのハローワークの専門援助部門でお尋ねください
ハローワーク横須賀（０４６－８２４－８６０９ （43#）

よ こ す

障 害 者

面 接 会
日時 令和５年２月２２日（水）事前予約制

予約申込期間：１月２０日～２月２０日（月）１７：１５まで

時間 １４：００～１６：００

会場 ハローワーク横須賀 ３階会議室

か

【参加企業】

株式会社 しまむら

株式会社 ＴＯＭＯＲＲＯＷ

かながわ信用金庫

株式会社 佐藤船舶工業

株式会社 湘南オフィスサービス

第３回

予約制



学校法人 洗足学園 職種：事務職(14140-651531)

株式会社 東計電算 職種：SE (14140-646731)
：清掃（14140-647331）

社会福祉法人 セイワ 職種：保育補助(14140-642831)
：介護補助（14140-643231）

令和５年２月２４日（金）

求人公開日
令和5年1月24日予定

予約受付開始日
令和5年1月27日～

完全予約制のため、早めに締め切る場合があります。



日時：令和５年2月２7日（月）
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

お近くのハローワークからお申し込みください。

【お問い合わせ先】
ハローワーク川崎北 専門援助部門
044-777-8609（44＃）
044-833-5311（FAX)

参加企業
 デンセイシリウス株式会社

職種：SE・プログラマー (14140-645431)
：システム運用管理者 (14140-644531)

 関越ソフトウェア株式会社
職種：コンピュータ運用(14140-649931)

 株式会社 クスリのナカヤマ
職種：事務職(14140-650231)

求人公開日
令和5年1月２４日予定

予約受付開始日
令和５年1月２７日

完全予約制のため、早めに締め切る場合があります。

ご来所の際はマスクの着用をお願い致します。



就職支援セミナー

１．労働市場を知る（求職条件の決定）

２．情報収集の方法（求人の探し方）

３．応募の準備（履歴書・職務経歴書の書き方）

４．面接の受け方（基本的なものになります）

令和５年２月８日水曜日
１３：３０～１５：３０

場 所 当所２階会議室（開始１５分前より受付開始）

持ち物 筆記用具、マスク着用

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。

受講中・会場内は、マスクの着用をお願いします。

募集人数を制限して実施していますが、感染状況により中止する場合がございます。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

ハローワーク厚木

就職支援セミナー(基本編）
定員 18名

予約制

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。



日時：令和 5年 2月 8日（水）
開始：午前 9：30 ～ 11:30

（開場： 午前 9:15 ～）

場所：ハローワーク港北 分室会議室

横浜市港北区新横浜３－２４－８

こだまファンタジアビル２階

※入室は駐車場奥の非常階段からお願いします

＜次回セミナーのご案内＞
「自己理解／履歴書・職務経歴書の書き方」

2月16日(木) 9:30～11:30に開催を予定しています。
※1月30日(月)より窓口で申込受付開始となります

★新型コロナウィルス感染拡大防止について★

・マスクの着用必須、手指の消毒等のご協力をお願いします。
・体調の悪い方は参加を控えていただきますようお願いします。
・新型コロナウィルスの感染拡大状況によりセミナーが中止になる場合があります。

＜就職応援セミナー参加申込票＞

氏 名：

求職番号：

＜対象者＞

再就職を早期（３ヶ月以内）に希望している求職者
ハローワークに求職登録されている方
※受給資格者証がある方は当日お持ちください。

＜お申し込み方法＞
参加申込書をご記入のうえ、事前に相談窓口へお申し込みください。
定員１2名

※キャンセルの場合はお早めにご連絡ください。
職業相談第三部門 ｔｅｌ：045-474-1221(43#)
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保育園

宗久ビル
新横浜葉山
第３ビル マンション

会場はこのビルの
２階です
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＜ 切り取り ＞

早期就職応援セミナー
～ 自己理解と採用につながる面接対策 ～

ハローワーク港北2022年度

※過去6ヶ月以内に同様のセミナーを受講された方は申し込みできない場合があります。



自己理解の大切さとそれをどうプラスにして相手に
伝えるかを学びました。

2022年 就職応援セミナー
～ 参加者の声 ～

ワークシートがあった事、考える時間もあるので
より理解が深まりました。

ワークでは、マスク＋パーティションで声が通りに
くく、コロナ禍面接の対策を１つ見つけた気分です。

参加者の方と面接のシミュレーションをさせていただい
て良かったです。

自己理解のところは、面接や応募書類を作成する
上で、かなり役に立つと思いました。

模擬面接グループワークが緊張しましたが良い経験
ができました。

少人数で分かりやすいお話で良かった。落ちても自己否
定しない事の大切さを学びました。

不安だった面接に少し勇気がでました。

応募までの手順と自己ＰＲ等のやり方が学べました。

自己分析＋面接対策 参加者アンケートより抜粋



お申し込みはご来所またはお電話にて受付致します。
（※過去に受講歴のある方のお申し込みはご遠慮ください）

午前の部（オンライン形式） 定員６名

2月10日(金)

１０：３０～１１：３０（１０：１０～入室可）

＜対象＞
・自宅でzoomの使用が出来る方
・オンラインセミナー注意事項・利用規約（※裏面参照）にご了解・ご同
意頂ける方

※２／１０セミナーの時間前に接続テストを行いますので希望される方はお申し付け
ください

１４：３０～１６：００（１４：１０～受付）

＜場所＞ハローワーク藤沢 ４Ｆ大会議室
●感染防止のためのお願い●
・マスク着用の上、ご参加ください。
・当日は検温、消毒のご協力をお願いいたします。
・発熱、咳等の症状のある方は参加をご遠慮ください。
・新型コロナウィルス感染症の感染状況によって中止となる場合がありますので予め
ご了承ください。

概ね６０歳以上の方のための、
再就職についての理解を深めるためのセミナーです

zoomで参加！

お申し込み・お問い合わせ先

ハローワーク藤沢 生涯現役支援窓口 （8：30～17：15）
〒251-0054藤沢市朝日町5-12 ☎ ０４６６－２３－８６０９（４１＃）

FAX ０４６６－２３－９０５０

午後の部（対面形式） 定員１２名

※午後のみシルバー人材センター
の方の説明が聞けます！



＊Webを使用するため大量の通信費を使用する可能性があります。
Wi-fi環境での参加をおすすめします。

＊接続の状況によってはセミナーの開始時刻、終了時刻が前後する場合が
ございます。お時間に余裕を持ってのご参加をお願い致します。

＊ご使用の端末の操作方法については対応出来かねますのでご了承くださ
い。

＊オンラインセミナー開始後の途中退出はできません。

＊セミナーの録音や録画は禁止します。

オンラインセミナー注意事項

オンラインセミナー利用規約



就職面接会 
～綾瀬市商工会・ハローワーク大和共催～ 

ものづくりのまち バラ薫るまち あやせで働いてみませんか 

 
企業説明だけ聞きたい方も大歓迎！！ 

 

２月１０日（金）１３：３０～１５：３０          

場所：綾瀬市商工会２階 会議室  マイカー来場 OK            

綾瀬市深谷中５－１７－１           駐車場完備 

     

小田急 長後駅(西口）からさがみ野駅行き又は相鉄 さがみ野駅(南口）から長後駅行きバスで

「綾瀬農協前」 下車０分 

    参加企業   

・（株）大木空調    管工事空調ダクト作業  

・（株）野口製作所   金属部品バリ取り・出荷準備梱包作業等 

・（有）馬場製作所   溶接・製品の仕分け NC 作業 

・（株）大和熱処理   熱処理作業・熱処理作業補助 

   

求人詳細は右の QRコード又はハローワーク大和の           

ホームページからご確認ください。 

 

面接希望の方は履歴書・ハローワークの紹介状を持参してください。 

企業説明のみ参加の方は履歴書・ハローワークの紹介状は不要です。 

           

お問合せ ハローワーク大和 職業相談部門 

電話 046-260-8609  部門コード ４１＃ 

 



＜お問い合わせ＞
ハローワーク藤沢 マザーズコーナー
月 ～ 金：8:30～12:00 13:00～17:00

電話番号：0466-23-8609 44＃

★★★お申込は にて承ります。★★★

２ ／1４（火）
１０：１５～１１：４５
再就職はじめの一歩

何から始めたらいいの？
保育園と幼稚園どっちにする？
扶養内ってどういうこと？
スムーズに就活できるかな？
ハテナを解消してココロの就職準備
はじめましょう。

２／１６（木）
１０：１５～１１：４５

子育て中の方の
応募書類と面接の基本
子供のこと、聞かれたらどうしよう？
いざ応募！の前に知っておきたいポイ
ントをお伝えします。
何のために面接するのかなどを理解し
面接本番に備えましょう。

Zoomを利用して受講する
ライブ形式のセミナーです

おうちでセミナー！
お子様も安心オンライン



みうらで働こう！面接・相談会

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……
企業の方と直接お話ができるチャンスです！
相談だけでもＯＫです。

令和５年２月１７日（金）
13：30～16：00 （受付13：00～15：30）

三浦市民ホール（三崎ＦＷうらり2階）

当日直接会場にお越しください。
駐車場は有料になります。公共交通機関をご利用ください。
履歴書をご持参ください。
ハローワーク受付票をお持ちの方は持参してください。
雇用保険を受給中の方は求職活動実績になります。

主催 ハローワーク横須賀・三浦市・三浦商工会議所

事前申込不要

問合せ：ハローワーク横須賀 職業相談部門 046-824-8609 41＃

転職希望
シニア
主婦の方
歓迎！

も
あります！

地元で

就職！

★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。詳細はＨＰに掲載いたします。





 

 

タクシ ドライバ  タクシ ドライバ  
企業説明会／ 

合同就職面接会 

企業説明会／ 

合同就職面接会 

令和５年２月１０日（金） 

９時３０分～１１時３０分 

令和５年２月１０日（金） 

９時３０分～１１時３０分 

  

予約不要 

ハローワーク川崎  

６階大会議室 

ハローワーク川崎  

６階大会議室 

 ハ ロ ー ワ ー ク に 登 録済 な ら 

ど な た で も 参 加 出 来 ま す 

主催：神奈川県タクシー協会 川崎支部 

ハローワーク川崎 

 

全ての会社２種免許がなくて

も応募可能です！！ 

 

 

日本交通横浜 株式会社 

ひまわり交通 株式会社 

飛鳥交通川崎 株式会社 

 

川崎タクシー 株式会社 

お仕事内容を聞きたいだけの

参加も歓迎です！！ 

神奈川都市交通 株式会社 

川崎第２営業所 

稼ぎたい人、 

マイペースで 

働きたい人、 

どちらの希望

も叶います！

0 

一緒に世の

中から必要と

され世の中の

役に立ち対

価をもらう仕

事をしましょ

う！ 

明生タクシー 株式会社 

新人さんもやり

方次第で成果

の出る仕事で

す。一緒に頑

張ってみませ

んか？ 

女性ドライバー

応援企業。 

コミュニケーシ

ョンのとりやす

い社風がモット

ーです。 

タクシー未経

験者、新卒、経

験者も安心し

て入社出来る

環境です。 

“人をおんぶすること、そ

れが原点”を合い言葉に 

太陽の真下で

胸 を は っ て

【生命（仕事）】

しよう！ 

タクシー 

やるなら 

日本交通！ 

補償が 

充実！ 

平和交通 株式会社 

向町営業所 



日
時

場
所

対
象
者

2/21（火） ハローワーク戸塚
別棟会議室

ハローワークで
求職登録されている

概ね60歳以上の方

申
込
方
法

事前予約制（定員12名）

下記担当窓口で来所、又は
お電話にて受け付けています

内
容

セ
ミ
ナ
ー

♦高齢者の暮らし向き
♦セカンドライフ・プラン
♦高齢者の就業状況
♦高齢者の雇用環境

♦高齢者の就職への課題
♦高齢者が活用できる強み
♦応募書類の作り方
♦面接対策

09:30～11:45

・新型コロナウイルス感染防止のため、必ず
マスク着用・手指の消毒にご協力ください。
・発熱や風邪症状等体調不良の方は、参加を
お控えください。
・キャンセルの場合は早めに下記担当まで
お知らせください。
・新型コロナウイルス感染拡大状況によっては
中止になる場合があります。

★参加ご希望の方のお問合せ先
担当：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＃

雇用保険受給
中のかたは、
受給資格者証
を持参下さい

◆応募書類の書き方に特化したセミナーではありません。書類の書き方を
〇〇ご希望のかたは、「オンライン就職支援セミナー」にお申し込み下さい。


