
【新型コロナウィルス感染防止についてご協力のお願い】
参加の際はマスク着用、入室・退室時に手指消毒をお願いします。発熱等の症状がある場合は参加をお断りします。
参加後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、ハローワーク仙台までご連絡ください。

◎新型コロナウィルス感染の状況により、中止となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

令和３年度

※面談会・セミナー・相談会への参加はそれぞれ雇用保険失業給付にかかる求職活動実績となります。

令和３年１１月８日（月）～１１月２６日（金）

会場：ハローワーク仙台 仙台市宮城野区榴岡４－２－３

福 祉
しごとフェア

の

福祉のしごとを募集している

事業所とのミニ面談会を開催

します。

気になっていること、仕事内容

など事業所に直接相談できる

機会です。

※複数予約可

“介護職セミナー”
“保育職セミナー”
“看護職セミナー”

を開催します。

“介護のしごと相談会”

“保育のしごと相談会”

を開催します。

主催：仙台公共職業安定所（ハローワーク仙台）、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会（宮城県福祉人材センター）、宮城労働局
協力：公益社団法人宮城県看護協会（宮城県ナースセンター）、一般社団法人宮城県保育協議会（宮城県保育士・保育所支援センター）

公益財団法人介護労働安定センター宮城支部、宮城県社会福祉法人経営者協議会

詳しくは裏面をご覧ください。



場所：ハローワーク仙台 ５Ｆ 人材総合支援コーナー

※面談会・セミナー・相談会への参加にはハローワークでの求職登録が必要です。

企業の人事担当者との対面式の個別面談会です。
業界の情報や楽しさ・やりがいなど聞きたいこと・知りたいことが直接質問できる機会です。
実施事業所と日程は見開きのページをご覧ください。複数の事業所への予約が可能です。

◎参加希望の場合は「ハローワーク仙台 人材総合支援コーナー」に予約が必要です。
予約の際は、①希望事業所 ②お名前 ③ハローワークの求職番号 ④連絡先（電話番号）
をお伺いします。
当日は面談前に「面談・相談カード」の記入が必要となりますので、面談時間より５分程度早めに
ご来所ください。

介護のしごと相談会（宮城県福祉人材センター）
介護のしごとを希望している方、興味のある方などを対象とした個別相談会
です。無資格・未経験の方もお気軽にご相談ください。 （定員10名）

保育のしごと相談会（宮城県保育士・保育所支援センター）
保育のしごとを希望している方、興味がある方などを対象とした個別相談会
です。無資格・未経験の方もお気軽にご相談ください。 （定員５名）

介護職や看護補助は「無資格・未経験」の方も応募可能、
看護師や保育士など資格が必要な職種は「ブランクある
方」でも応募可能な求人を募集している事業所が参加し
ています！ お気軽にご参加ください！

予 約
問合せ先

仙台市宮城野区榴岡４－２－３ 仙台ＭＴビル５Ｆ

11/9（火）
14:00～

15:00

11/15（月）
14:00～

15:00

11/24（水）
14:00～

15:00

11/12（金）
13:30～

16:00

11/17（水）
13:30～

16:00

場所：ハローワーク仙台 ４Ｆ 大会議室

保育職セミナー（宮城県保育士・保育所支援センター）
保育のしごとを希望している方、興味がある方を対象に、保育の仕事内容や
保育現場の状況などについて説明いたします。お気軽にご参加ください。

介護職セミナー（宮城県福祉人材センター）
介護のしごとを希望している方、興味のある方を対象に、介護職の仕事内容
や施設の業態などについて説明いたします。無資格･未経験の方もお気軽に
ご参加ください。

看護職セミナー（宮城県ナースセンター）
看護師の資格を活かして働きたい方を対象として、看護現場の状況などにつ
いて説明いたします。ブランクのある方もお気軽にご参加ください。

場所：ハローワーク仙台 ４Ｆ 大会議室・５Ｆ 人材総合支援コーナー

面談時間 1人30分 要予約

定員各30名 要予約

相談時間 1人30分 要予約

履歴書不要・服装自由

11/8（月）～11/26（金）
午前 9:30～12:00
午後13:30～16:00

※30分毎の予約制
（1事業所あたり

最大5人まで）



福祉のしごとフェア 日程表

参加事業所の詳しい求人情報については、ハローワーク仙台ホームページをご覧ください。

日にち 曜日 時間帯 種別
整理
番号 実施事業所／実施機関 分野 場所

AM 面談会 1 社会福祉法人　杜の村 介護・医療

PM 面談会 2 株式会社　ソーシャライズ 介護

面談会 3 株式会社　ソシエニード 介護 ５F

4 株式会社　ニチイ学館　仙台支店　ヘルスケア事業 介護・医療

5 株式会社　リブレ 介護

6 一般社団法人　早坂愛生会　早坂愛生会病院 介護・医療

7 社会福祉法人　緑愛会 介護

8 社会福祉法人　湖星会　法人本部仙台事務所 介護・医療

9 社会福祉法人　こーぷ福祉会 医療

面談会 10 医療法人社団　清山会 介護 ５F

セミナー ４F

10 水 AM 面談会 11 imukat 株式会社　imukat Lab. 障害福祉 ５F

AM 面談会 12 一般社団法人　アンファンソレイユ　小規模保育事業所　保育園ソレイユ 保育

PM 面談会 13 DOLPHIN・DREAM.株式会社 障害福祉

AM 面談会 14 医療法人財団　明理会　介護老人保健施設　仙台青葉ロイヤルケアセンター 介護・医療

PM 相談会

面談会 15 株式会社　ひよこふぉれすと 保育 ５F

16 社会福祉法人　創生会　東北事業部 介護・医療

17 医療法人　仁泉会　介護老人保健施設　なとり 介護

18 社会福祉法人　ウェルフェア仙台（特別養護老人ホーム　太平寺山ジェロントピア） 介護・医療

19 SOMPOケア株式会社　東北事業部 介護

20 医療法人社団　眞友会（しんゆうかい） 介護・医療

21 株式会社　フロンティア 保育

面談会 22 株式会社　パワーネット・フィールド　CHAC扇町保育園 保育 ５F

セミナー ４F

AM 面談会 23 医療法人　星陵会 介護・医療

24 一般財団法人　広南会　広南病院 医療

25 医療法人社団　洞口会（老人保健施設　ライフケアセンター名取） 介護・医療

AM 面談会 26 社会福祉法人　うえるかむ（地域密着型特別養護老人ホーム　てらす鈎取） 介護

PM 相談会

面談会 27 医療法人　磐清会　せきこどもクリニック 医療 ５F

28 一般財団法人　労災サポートセンター　宮城労災特別介護施設 介護

29 社会福祉法人　ありのまま舎 介護・医療

30 医療法人社団　中谷クリニック（介護老人保健施設　リーブズ） 介護

31 社会福祉法人　千代福祉会 介護・保育

32 社会福祉法人　庄慶会 介護・医療

33 医療法人　泉整形外科病院　介護老人保健施設コスモス 介護

面談会 34 社会福祉法人　泉寿会　特別養護老人ホーム　泉寿荘 介護 ５F

35 社会福祉法人　みずきの郷　ひかり苑 障害福祉

36 学校法人　清野学園 保育

37 社会福祉法人　つどいの家 介護

38 社会福祉法人　愛泉会 介護

39 株式会社　仙台在宅サービス 介護

40 社会福祉法人　東松島福祉会
　特別養護老人ホーム　せせらぎの里 介護・医療

面談会

面談会

面談会

４F

５F

５F

４F

４F

宮城県福祉人材センター

保育のしごと相談会（宮城県保育士・保育所支援センター）

面談会

５F

４F

５F

５F

PM

面談会

宮城県保育士・保育所支援センター

介護のしごと相談会（宮城県福祉人材センター）

AM

PM

木

16 火
PM

17 水

18

PM

月15

8 月

9 火

AM

AM

11 木

12 金



【場所のご案内】 ハローワーク仙台 ４階大会議室

ハローワーク仙台 ５階人材総合支援コーナー

※新型コロナウィルス感染の状況により、中止となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

５F

４F

福祉のしごとフェア 日程表

日にち 曜日 時間帯 種別
整理
番号 実施事業所／実施機関 分野 場所

面談会 41 株式会社　未来企画 障害福祉 ５F

42 特定非営利活動法人　みどり会 障害福祉

43 医療法人　一秀会　認知症高齢者グループホーム　ファミリア 介護

44 アサヒサンクリーン株式会社　東北支店 介護

45 社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会
　宮城県啓佑学園 障害福祉

46 特定非営利活動法人　フローレンス　仙台オフィス 保育・医療

47 医療法人社団　初心会 介護・医療

面談会 48 社会福祉法人　東北福祉会 介護・障害福祉 ５F

49 社会福祉法人　やまとみらい福祉会 介護

50 特定非営利活動法人　コスモスクラブ 障害福祉

51 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会　特別養護老人ホーム　茂庭苑 介護

52 社会医療法人　康陽会 介護

53 特定非営利活動法人　ぴあいんく 障害福祉

54 社会福祉法人　幸生会 介護・保育

AM 面談会 55 株式会社　トムズ 保育

PM 面談会 56 株式会社　Lateral　kids 保育

面談会 57 株式会社　Growing Works 障害福祉 ５F

58 訪問看護ステーション　るふらん（株式会社　リジョイス） 医療

59 社会福祉法人　基弘会　リズムタウン仙台 介護・医療

60 社会福祉法人　仙台市社会事業協会　仙台楽生園ユニットケア施設群 介護

61 特定非営利活動法人　ひよこ会 保育

62 社会福祉法人　カトリック児童福祉会（特別養護老人ホーム　ハートケア鶴ヶ谷） 介護・医療

63 医療法人財団　あおば会　介護老人保健施設　ハート五橋 介護

面談会 64 社会福祉法人　ノテ福祉会 介護 ５F

セミナー ４F

面談会 65 社会福祉法人　功寿会　「鶴巣桜の家」 介護 ５F

66 NPO法人　UBUNTU（ウブントゥ） 障害福祉

67 アクアビット・ファクトリー株式会社 介護・医療

68 社会福祉法人　太陽（ケアハウスインいわきり） 介護

69 医療法人社団　祐人会　シルバーメディケア南仙台 介護

70 医療法人　松田会 介護・医療

71 株式会社　よりあい 介護・医療

面談会 72 株式会社　メディワン 介護 ５F

73 一般社団法人　宮城県予防医学協会 医療

74 株式会社　ウエルシスパートナーズ 介護

75 医療法人　盟陽会（泉ヶ丘クリニック） 医療

76 学校法人　宮城明泉学園 保育

77 社会福祉法人　愛の郷 介護・医療

78 社会福祉法人　敬寿会　特別養護老人ホーム仙台敬寿園 介護・医療

79 社会福祉法人　ライフの学校 介護・医療

80 有限会社　ほのぼの介護 介護

面談会

面談会

面談会 ４F

５F

４F

宮城県ナースセンター

26 金 AM 面談会

PM

木25

AM

AM

水24

４F

４F

５F

４F

19 金

PM

AM

PM

22 月

面談会

面談会


