
【神奈川労働局職業安定部】
３月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和５年３月２日）

名称 日時 概要

障害者
ミニ面接会

３月１日（水）
9:00～17:00

３月７日（火）
13:30～17:00

【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。
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。
【参加企業】
富士フイルム株式会社
【場所】
ハローワーク松田 松田町分庁舎１F会議室
（足柄上郡松田町松田惣領2037）
【申込先・問合先】
ハローワーク松田 求人・専門援助部門
☎0465-82-8609
※ハローワークHPからもご覧ください。

介護事業所
就職説明会

3月2日（木）
13:30～15:45

【内容】
介護の仕事に興味がある方へ平塚市とハローワー
ク平塚が共催して就職説明会を行います。
説明会後には、事業所見学の予約会も行います。
【参加企業】

3社
（予約制：定員20名）
【場所】
平塚市役所 本館7階720(１)(２)会議室
（平塚市浅間町９－１）
【申込先・問合先（部門コード）】
ハローワーク平塚 人材確保対策コーナー
☎0463-24-8609（41#）
※ハローワークHPからもご覧ください。

障害者
ミニ面接会

３月2日（木）
① 9:30～11:30

② 13:30～15:30

【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。
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。
【参加企業】

計8社（① ４社、② ４社）
【場所】
ハローワーク小田原 9F共用会議室
（小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原9階）
【申込先・問合先（部門コード）】
ハローワーク小田原 専門援助部門
☎0465-23-8609（44#）
※ハローワークHPからもご覧ください。

神奈川労働局

障害者の方

面接会

福祉・介護

説明会

障害者の方

面接会

見学会



【神奈川労働局職業安定部】
３月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和５年３月２日）

名称 日時 概要

警備業面接会 3月7日（火）

13:30～16:00

【内容】
ハローワーク会議室で警備会社の面接担当者と個
別ブースでの相談・面接を行います。
相談だけでも大歓迎です。
【参加事業所】

４社
【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3階）
【申込先・問合先（部門コード）】
ハローワーク横浜 人材確保対策コーナー
☎045－663－8609 45#
※ハローワークHPもご覧ください。

ミニ面接会 3月7日（火）

9:00～12:00

【内容】
看護師、ケアスタッフを募集している事業所の面
接をハローワーク内の会議室で受けられます。
※要資格求人 ※要事前予約
【参加事業所】
プラウドライフ株式会社
【場所】
ハローワーク戸塚 2階面談室
（横浜市戸塚区戸塚町3722）
【問合先・申込先（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。

早期就職
応援セミナー

3月8日（水）

9:30～11:30

【内容】
早期再就職を希望されている方を対象に、自己理
解を深めることで、より採用につながる面接対策
を勉強します。
【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：12名
【申込先・問合先・部門コード】
ハローワーク港北 職業相談第三部門
☎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

警備業

面接会

介護・看護

面接会

セミナー

応募対策



【神奈川労働局職業安定部】
３月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和５年３月２日）

名称 日時 概要

就職支援セミ
ナー
就活準備編

3月8日（水）

13:30～15:30

【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HPもご覧ください。

オンライン
セミナー

～応募書類作成
面接の基礎～

3月9日（木）

10:00～11:15

【対象59歳以下】

【内容】
応募書類の作成や面接の基礎のついて、Zoomを
使って15分間の動画を4本配信します。
気になる動画のみの視聴もOKです。

【規模】
定員 50名
【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HPをご覧ください。

ミニ面接会 3月10日（金）

9:30～11:00

【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。 ※予約不要
【場所】
ハローワーク藤沢 4階大会議室
（藤沢市朝日町5-12 藤沢労働総合庁舎）
【規模】
参加企業 １社
株式会社 ニチイ学館 藤沢支店
【申込先・問合先】
ハローワーク藤沢
☎0466-23-8609
※ハローワークＨPもご覧ください。

神奈川労働局

応募対策

セミナー

セミナー

応募対策

オンライン

介護・看護

面接会



【神奈川労働局職業安定部】
３月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和５年３月２日）

名称 日時 概要

介護の仕事説明
会・相談会

3月10日（金）

13:30～16:00

受付13:00～

【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HPをご覧ください。

若者就職
応援セミナー

3月8日（水）

9:30～11:30

【概ね対象34歳以下】

【内容】
概ね34歳以下の方を対象にしたセミナーです。オ
ンライン（Zoom）により自己理解と採用につな
がる履歴書、商務経歴書の書き方を勉強します。
【規模】
定員：15名
【申込先・問合先・部門コード】
ハローワーク港北 職業相談第三部門
☎045-474-1221（部門コード43#）

神奈川労働局

福祉・介護

説明会

相談会

セミナー

応募対策
オンライン



【神奈川労働局職業安定部】
３月の職業安定部・ハローワークの取組⑤

（令和５年３月２日）

名称 日時 概要

就職支援セミ
ナー
書類作成・
面接対策編

3月22日（水）

13:30～15:30

【対象59歳以下】

【内容】
59歳以下の方を対象とした応募対策セミナーです。
面接に臨む際の応募書類作成のポイントや面接想
定質問についてのアドバイス等をご案内します。
【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HPもご覧ください。

オープニング
スタッフ
面接＆相談会

3月27日（月）

9:30～15:30

【内容】
2023年6月横浜市都筑区にオープンするユニット
型特養のオープニングスタッフの面接がハロー
ワークの会議室で受けられます。
相談のみでも参加可能です。
【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）
30分毎の予約制です。
【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ＨＰをご覧ください。

就職応援講座
IN 伊勢原

3月28日（火）

14:00～15:00

【概ね60歳以上対象】

【内容】
概ね60歳以上の方を対象に就職活動の進め方や求
人選び方、面接対策等を学びます。
【場所】
伊勢原シティプラザ4階女性活動室
【申込先・問合先・部門コード】
ハローワーク平塚 職業相談部門
0463-24-8609（41#）

又は
伊勢原ふるさとハローワーク
0463-95-5652

神奈川労働局

セミナー

応募対策

面接会

相談会

セミナー

応募対策





ミニ面接会
令和5年３月７日(火)
09：00～12：00

（＊要事前予約）

◆会場

ハローワーク戸塚２階面談室

◆参加事業所

プラウドライフ株式会社
◆ 就業場所

・はなことば南戸塚
・はなことばナーシング戸塚

ハローワーク戸塚で事業所の方と
直接面接ができるチャンスです！



求人番号 職種 雇用形態 年齢 必要な免許、経験等

１４０４０－
２５９１０３１

◆ケアスタッフ
＜はなことば

南戸塚＞

正社員 １８歳～
５９歳

介護職員初任者研修
介護職員実務者研修
介護福祉士・社会福祉士

いずれか必須

１４０４０－
２６０１６３１

◆ケアスタッフ
＜はなことば

南戸塚＞

パート 不問 介護職員初任者研修
介護職員実務者研修

介護福祉士
いずれか必須

１４０４０－
２５９６７３１

◆ケアスタッフ
＜はなことば
ナーシング戸塚＞

正社員 １８歳～
５９歳

介護職員初任者研修
介護職員実務者研修

介護福祉士
ヘルパー２級以上
いずれか必須

１４０４０－
２５９４５３１

◆看護師
＜はなことば
ナーシング戸塚＞

正社員 １８歳～
５９歳

看護師
准看護師

資格いずれか必須
看護の実務経験必須

１４０４０－
２５８９３３１

◆看護師
＜はなことば
ナーシング戸塚＞

パート 不問 看護師
准看護師

資格いずれか必須
看護の実務経験必須

※ 参加ご希望の方は、ハローワークでの事前予約が必要となります。
お近くのハローワークでお申し込みください。
ミニ面接会当日は、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、当日体調不良の方は、参加をお控えください。

ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎０４５－８６４－８６０９（４１＃）



日時：令和 5年 3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

★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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＜ 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



 雇用保険 求職活動実績対象講座                                        ３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３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５年２月９日（木）～３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 



◎日 時 ： 令和５年３月９日（木）
１０：００～１０：１５ セミナーA（応募書類①～履歴書編～）
１０：２０～１０：３５ セミナーB（応募書類②～職務経歴書編～）
１０：４０～１０：５５ セミナーC（面接対策①～面接マナー編～）
１１：００～１１：１５ セミナーD（面接対策②～質問対策編～）

◎定 員 ： ５０名
◎対象者 ： ハローワークで求職登録している方

かつZoomでの動画視聴が可能な方
※Zoomの使用方法等のご質問は対応しておりません

◎申込み方法
ハローワーク戸塚ホームページから申込
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-
totuka_00038.html

Zoom

申し込みの流れ・注意事項を裏面に
記載しておりますので、必ずご覧ください



◎各回の開始１０分前までには待機室に待機をお願いします
（開始１５分前から待機室入室可、続けて次のセミナーを受講する
場合はそのまま視聴を続けてください）
開始時間までに入室されない場合はその回には参加できません

◎参加される際には、本名（フルネーム）または設定したニックネーム
のいずれかで必ずご入室ください
いずれかで入室されない場合、就職活動実績として記録できません

◎１コマ以上参加で雇用保険受給の就職活動実績１回となります
２コマ以上参加しても２回以上の活動実績とはなりませんので
ご注意ください

（例）○セミナーA～Dをすべて受講してもセミナーAのみ受講しても活動実績は一回
○セミナーAを受講して前月以前と同名セミナーのセミナーＣを受講しても
セミナーＣは活動実績に含みません

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♯）

利用規約をご確認の上、応募フォームに情報を入力し送信

設定したメールアドレス宛てにURL（資料・Zoomの設定方法
等が記載されたページに飛ぶ）・ミーティングID・パスワードが
送られるので確認する（shokuichi@mhlw.go.jpから送付します）

セミナー当日に視聴を希望するセミナーの１０分前に入室
（順次参加を承認します）

雇用保険受給者の方は、セミナー開始後に就職活動の実績証明が
Zoomのコメントにて送信されるので、退出までにダウンロードし、

印刷かスクリーンショットをする



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の仕事 

説明会・相談会  
 

日時：令和 5年 3月 10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 
（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 第二部相談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。 

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！！ 

 



ミニ面接会のお知らせ

株式会社ニチイ学館

藤沢支店
日 時： 令和５年３月１０日（金）

９：３０～１１：００
場 所： 当所４階 大会議室
募集職種： 介護スタッフ（パート）

看護師（フルタイム）

予約は不要です

面接だけでなく、仕事内容聞くだけでも構いません。
希望の方は直接会場へお越しください。

ハローワーク藤沢

 マスクの着用、手指の消毒にご協力ください。
 発熱や風邪症状のある方は 参加をお控えください。
 新型コロナウイルス感染防止のため、開催を中止
する場合があります。



若者就職応援セミナー

050227

日程：令和 5年 3月22日（水） 10:00～11:30
（9:30 ～入室可）

内容：自己分析・自己理解
応募書類（履歴書・職務経歴書）作成
求職活動の流れ
職種別の求人状況
ハローワーク港北の就活サポート

オンライン開催

～ 自己理解と採用につながる履歴書・職務経歴書の書き方 ～

＜対象者＞

ハローワークに求職登録されている
おおむね34歳以下の方
オンラインセミナーに参加可能な環境を
ご自身で準備できる方（Zoom使用）

＜お申し込み方法＞
以下の専用サイトよりお申し込みください。
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/kouhoku_entry

定員１5名
※キャンセルの場合はお早めにご連絡ください。

ハローワーク港北 職業相談第三部門 ｔｅｌ：045-474-1221(43#)

自宅で気軽に
参加してみよう！



オンラインで開催してもらえたので、感染対策な
ど安心して受けることができてよかった。

就職応援セミナー
～ 参加者の声 ～

とても集中して、またリラックスして、お話を聞く
ことができました。

ハローワークの具体的な活用方法も知ることができ、
以前よりハローワークを身近に感じられるようになった
と思います。

オンライン形式でしたが説明がわかりやすく参
考になりました。

自分の特徴などを見つめ直すきっかけになりました。

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。

書類の作成等即実践できることや自己理解の深め方
を知りました。

応募までの手順と自己ＰＲ等のやり方が学べました。

オンラインセミナー参加者アンケートより抜粋



   雇用保険 求職活動実績対象講座                                ３月 

ハローワーク大和 

就職支援セミナー 
書類作成・面接対策編 ～ Ｇｅｔ Ｔｈｅ Ｊｏｂ！～ 

【内 容】 ●応募書類作成のポイント   

●面接時における注意点 （想定質問へのアドバイス） 

● 応募者役と面接官役、それぞれの視点で気づく面接練習 ・ 個人ワーク 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３月２２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（ワークで使用） 

●募集期間 令和５年２月２４日（金）～令和５年３月２０日（月）で先着順  

（定員数超過の場合はキャンセル待ち）  

●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・日時変更を行う場合は、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。 

【新型コロナウイルス感染防止のために・・・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 



社会福祉法人たつき会

介護老人福祉施設
スミール荏田

※2023年6月
横浜市都筑区に
ユニット型特養が
ＯＰＥＮします！ 3月27日（月）

9：30～15：30
▶参加方法：30分毎予約制

▶開催場所：

ハローワーク港北会議室

（こだまファンタジアビル2階）

申込み・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 ９：００－１６：３０
厚生労働省・神奈川労働局・ハローワーク港北

☑夜勤なしの正社員求人あり
夜勤勤務は８時間制

男性の育児休業勧奨

☑
☑

2023年



雇用形態 職種 年齢 資格 経験 求人番号

正社員 介護 18～59歳 不問 不問
14160-
1133231

正社員
介護

※夜勤無し
59歳以下 不問 不問

14160-
1134531

正社員
看護

※夜勤無し
59歳以下

看護師／
准看護師

不問
14160-
1135431

パート
介護

※夜勤無し
不問 不問 不問

14160-
1142431

パート
看護

※夜勤無し
不問

看護師／
准看護師

不問
14160-
1136731

【 求 人 一 覧 】

【 就 業 場 所 地 図 】

【 会 場 地 図 】

正面玄関からは入場できません。
横の駐車場入り口に進み、奥にある
階段をご利用ください（2階）。

【 も よ り 駅 】

▶ 田園都市線 江田駅から東急バス
「柚の木谷」バス停 徒歩5分

▶ 田園都市線 江田駅 徒歩20分
▶ 市営地下鉄 中川駅 徒歩20分

皆様のご参加を
お待ちしています！

◆雇用保険の求職活動実績になります。
◆予約制です。定員になり次第受付を終了します。
◆新型コロナウィルス感染拡大の状況により、
中止となる可能性があります。



ハローワーク平塚では、就職活動中の皆さまを応援するため、

セミナーを開催しております。

 セミナーの内容は就職活動の進め方や求人の選び方、応募書類

の作成、面接対策、６０歳以上の求職者の労働市場等となります

ので、お気軽にご参加ください。 

なお、コース内容に不明な点がございましたら、遠慮なく相談

窓口までお問い合わせください。 

  

ハローワーク平塚 

就 職 応 援 講 座 IN 伊勢原 

概ね６０歳以上の方が対象となります 

令和５年３月の開催予定 

【問い合わせ先】

ハローワーク平塚 職業相談部門 ０４６３－２４－８６０９（４１＃） 

伊勢原市ふるさとハローワーク ０４６３－９５－５６５２ 

★会場    伊勢原シティプラザ４Ｆ女性部活動室 
 
★申込方法  ハローワーク平塚 職業相談部門 

又は伊勢原市ふるさとハローワーク（受付は先着順となります。） 

※お電話でのお申し込みも受け付けております。 

 新型コロナウイルス対策として裏面もご覧下さい。 

申込受付後のキャンセルにつきましては、お手数ですが、問い合わせ先までご連絡願います。 

開催時間：１４：００～１５：００（開場は１３：４５） 定員１０名 
      

内容： 就職活動の進め方、求人の選び方 
労働市場の紹介、履歴書・職務経歴書作成、面接対策 等 

         
      

※雇用保険失業給付の手続きをとられている方は「受給資格者証」をご持参してください
 

令和５年３月２８日（火） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（完全予約制） 

日 時 

令和５年３月１日（水） 9：00～17：00 

令和５年３月７日（火）13：00～17：00 

場 所 

ハローワーク松田 

  松田町分庁舎１F会議室 

参加事業

富士フイルム株式会社 先進研究所 

 ●開発補助・事務業務 ３名 

  求人番号 14110-643731 

富士フイルム株式会社 材料生産本部 

      神奈川事業場足柄サイト 

 ●実験・開発補助  ３名 

  求人番号 14110-644331 



【注意事項】 

・面接は完全予約制で１人３０分以内となります。 
 

・事前にハローワークで相談し、ハローワークの 

 担当者からハローワーク松田 求人・専門援助 

 部門へ面接予約をしてください（面接には 

 紹介状が必要です）。 
 

・面接会当日は、予約した面接時間の５分前に 

 ハローワーク松田 総合受付へお越しください。 
 

・来所の際には、新型コロナウイルス感染症の 

 感染拡大防止のため、マスクの着用をお願い 

 します。面接会場では検温等を実施させて 

いただきます。 
 

・面接会当日に、頭痛・発熱等の症状がある方は、 

 参加をとりやめ下記担当までご連絡ください。 

 

ハローワーク松田 求人・専門援助部門 

０４６５－８２－８６０９（代表）  
 



介護事業所 就職説明会
3月2日（木）13：30～＠

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＃）

電話受付ＯＫ
平日８：３０～１７：００

場所：平塚市役所本館７階７２０（１）（２）会議室 住所：平塚市浅間町９－１
※定員は２０名で、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。
※参加には、ハローワークへの求職登録と紹介状の発行が必要です。
※予約が定員に達しない場合は当日参加も受付しますが、事前にお問い合わせください。
※当日は、マスク着用の上、ご参加ください。発熱・風邪の症状がある方は参加をお控えください。

■説明会後、希望者は見学（面接）予約まで可能！
■ハローワークの求職活動実績になります。

平塚市・ハローワーク平塚共催

湘南ひらつかで、働きませんか？

介護の仕事に興味があれば、未経験や無資格の方も、
誰でも気軽に参加できる、就職説明会です

申し込み・お問い合わせは、ハローワーク平塚へ

当日プログラム

【受付】13：00～13：30
【平塚市役所より】13：30～13：40
挨拶・本日の説明

【就職説明会】13：40～15：05（各法人25分程度、途中休憩あり）
■社会福祉法人湘光会 ■社会福祉法人和心知会
■社会福祉法人富士白苑
※求人番号・職種等については裏面をご確認ください。

【ハローワークよりお知らせ】15：05～15：10
※見学の日程調整をご希望する方は、予約会にお進みください。
※見学や面接のご希望がない方はここでイベント終了となります。

【事業所見学の予約会】15：10～15：45
※法人の担当者と直接、事業所見学の日程調整を行います。
※見学に加え、面接の日程調整をご希望の方は、別途ご相談ください。
※イベント終了後は、アンケートの回答にご協力をお願いします。

予約優先制

定員20名

平塚市役所
本館７階７２０（１）（２）会議室



ハローワーク小田原 専門援助部門
℡ 0465-23-8609 （内線：44＃）お問い合わせは

主催：ハローワーク小田原 共催：障害者就業・生活支援センターぽけっと

『障害者就業・生活支援センターぽけっと』
の相談コーナーもあります。

予約なしで相談できます。



事 業 所 職 種 求人番号

（株）小田原機器 屋内清掃作業員 14070-552531

（株）ミクニ 小田原事業所 清掃 14070-512331

技術トレーサー 14070-511731

社会福祉法人 小田原福祉会
潤生園

リネン職員 14070-553431

介護職員 14070-554731

（株）ミヤザワ 一般製造職 14080-1072331

事 業 所 職 種 求人番号

（株）フロンティアジャパン 化粧品の仕上げ作業 14070-505631

（株）鈴廣蒲鉾本店 営業事務 14070-506931

（株）ワールドスタッフィング
AMZN小田原事業所

データ入力事務員 14070-524031

清掃・消毒作業員 14070-525831

富士フイルムビジネス
エキスパート（株）
神奈川事業所

清掃・クリーニング業務 14110-345731

午前の部 9：30～11：30

午後の部 1：30～ 3：30

●最寄りのハローワークを通じてハローワーク小田原専門援助部門にご連絡下さい。
●お申し込みは１人につき２社までとさせていただきます。
●面接枠が人数に達した場合は、予約受付を終了いたしますのでご了承下さい。
●応募書類に障害の状況と配慮する事項があれば可能な範囲でご記入下さい。


