10月以降の埼玉労働局・ハローワーク就職面接会情報
埼玉労働局では、次の就職面接会等の開催を予定しています。

No.1
日時

１０
月

平成30年10月9日(火)
13:00～16:00
(受付12:00～15:30)

１０ 平成30年10月12日(金)
月
13:00～16:00

１０
月

平成30年10月12日(金)
13:30～16:00
(受付13:20～15:30)

１０ 平成30年10月16日(火)
月
13:00～16:00(予定)

１０
月

平成30年10月16日(火)
14:00～16:00
(受付14:00～15:30)

１０ 平成30年10月18日(木)
月
13:00～16:00

（別紙３）

内容（対象者等）

ハローワーク川越 若者就職面接会
(正社員を希望する概ね40歳までの方対象)
※事業所の参加申込は終了しました。

開催場所

お問合せ先

ウェスタ川越
ハローワーク川越
多目的ホール
わかもの支援コーナー
川越市新宿町1-17-17
049-242-0197(48#)

県央障害者就職面接会

大宮ソニックシティ
大宮区桜木町1-7-5

ハローワーク浦和
専門援助部門
048-832-2461(44#)

三郷市合同企業面接会
※事業所の参加申込は終了しました。

三郷市文化会館
1階展示室
三郷市早稲田5-4-1

ハローワーク草加
職業相談部門
048-931-6111(41#)

平成30年度 所沢・飯能地区新規高等学校
卒業予定者就職面接会

所沢市民文化センター
ミューズ「スクエア」
所沢市並木1-9-1

ハローワーク所沢
求人部門 学卒担当
04-2992-8609(33#)

ハローワーク大宮
シニア対象のお仕事 合同就職面接会
※事業所の参加申込は終了しました。

埼玉県企業局 地域整
備事務所 2階会議室
大宮区大成町1-528-1

ハローワーク大宮
求人部門
048-667-8609(31#)

ハローワーク所沢・飯能障害者就職面接会

所沢市民文化センター
「ミューズ」
所沢市並木1-9-1

ハローワーク所沢
専門援助部門
04-2992-8609(45#)

10月以降の埼玉労働局・ハローワーク就職面接会情報
埼玉労働局では、次の就職面接会等の開催を予定しています。

No.2
日時

内容（対象者等）

開催場所

お問合せ先

平成30年10月19日(金)
14:00～16:00
（受付13:30～15:30）

秩父で働きたいあなたを応援します！
合同就職面接会

秩父宮記念市民会館
けやきフォーラム
秩父市熊木町8-15

ハローワーク秩父
求人・専門援助部門
0494-22-3215

平成30年10月19日(金)
１０
13:30～15:30
月
（受付13:00～15:00）

行田地域若年者就職面接会
(一般求職者、平成31年3月高校・
大学等卒業予定者)
※事業所の参加申込は終了しました。

羽生市民プラザ
1階イベントホール
羽生市中央3-7-5

ハローワーク行田
紹介部門又は学卒担当
048-556-3151

１０ 平成30年10月23日(火)
月
13:00～16:00

ハローワーク川越・東松山
新規高等学校卒業予定者等就職面接会

ウェスタ川越
多目的ホール
川越市新宿町1-17-17

ハローワーク川越
求人部門 学卒担当
049-242-0197(33#)

県北地域障害者就職面接会

熊谷スポーツ文化公園
(彩の国くまがやドーム
内体育館)
熊谷市上川上300

ハローワーク熊谷
専門援助部門
048-522-5656(44#)

ハローワーク越谷ミニ面接会

ハローワーク越谷
4階会議室

ハローワーク越谷
職業相談部門
048-969-8609

本物づくりのまち狭山企業合同就職面接会

狭山市市民交流セン
ター
「コミュニティーホール」
狭山市入間川1-3-1

ハローワーク所沢
求人部門
04-2992-8609(33#)

１０
月

平成30年10月24日(水)
１０
13:00～16:00
月
（受付12:15～15:00）
１０
月

平成30年10月24日(水)
13:30～15:30
(受付13:00～)

１０ 平成30年10月25日(木)
月
13:30～16:00(予定)

（別紙３）

10月以降の埼玉労働局・ハローワーク就職面接会情報
埼玉労働局では、次の就職面接会等の開催を予定しています。

No.3
日時

内容（対象者等）

開催場所

お問合せ先

ウェルフェスタ2018in草加
(草加市社会福祉法人合同面接会)
※事業所の参加申込は終了しました。

草加市文化会館
第一会議室
草加市松江1-1-5

ハローワーク草加
職業相談部門
048-931-6111(41#)

１０ 平成30年10月26日(金)
月
12:30～16:00

県東地域障害者就職面接会

越谷市中央市民会館
越谷市越ヶ谷4-1-1

ハローワーク越谷
求人・専門援助部門
048-969-8609

１０ 平成30年10月26日(金)
月
14:00～16:00

川口市市産品フェア2018合同企業就職面接会
（７事業所参加予定、一般求職者対象）

ＳＫＩＰシティ1階多目的
ホール
川口市上青木3-12-63

ハローワーク川口
職業相談部門
048-251-2901（41#)

ハローワーク草加 マンスリー面接会
若年者対象(概ね44歳までの方)
※事業所の参加申込は終了しました。

ハローワーク草加
別館会議室
草加市弁天4-10-7

ハローワーク草加
職業相談部門
048-931-6111(41#)

１０
月

１０
月

平成30年10月25日(木)
14:00～16:00
(受付13:45～15:30)

平成30年10月30日(火)
14:00～16:00
(受付13:30～15:30)

平成30年11月1日(木)
１１
13:00～16:00
月
(受付12:30～)

平成30年度保育士合同就職面接会

平成30年11月8日(木)
１１
13:00～16:00
月
(受付12:30～15:30)

ハローワーク大宮・館林
介護就職デイ 就職面接会
(13:00～就職支援セミナーあります)

（別紙３）

大宮ソニックシティ
「第1展示場・第2展示
場」
大宮区桜木町1-7-5
鴻巣市文化センター

埼玉労働局
職業安定課
048-600-6208
ハローワーク大宮

クレアこうのす3階大会議 人材確保・就職支援コー
室
ナー

鴻巣市中央29-1

048-667-8609(41#)

10月以降の埼玉労働局・ハローワーク就職面接会情報
埼玉労働局では、次の就職面接会等の開催を予定しています。

No.4
日時

内容（対象者等）

開催場所

お問合せ先

白岡地域合同就職面接会

白岡市生涯学習セン
ター(こもれびの森)1階
多目的ホール
白岡市千駄野432

ハローワーク春日部
求人・専門援助部門
048-736-7611(31#)

八潮地域就職面接会
※事業所の参加申込は終了しました。

八潮メセナ・アネックス
多目的ホールＢ・Ｃ
八潮市大瀬1-1-1

ハローワーク草加
職業相談部門
048-931-6111(41#)

１１ 平成30年11月15日(木)
月
13:00～16:00

秩父地域障害者就職面接会

秩父宮記念市民会館
「けやきフォーラム」
秩父市熊木町8-15

ハローワーク秩父
求人・専門援助部門
0494-22-3215

１１ 平成30年11月16日(金)
月
13:30～16:00

ハローワーク川口・王子
介護就職デイ就職面接会
（約２０事業所参加予定、一般求職者対象）

川口駅前市民ホール
「フレンディア」
川口市川口1丁目1-1
キュポ・ラ4階

ハローワーク川口
職業相談部門
048-251-2901（46#)

平成30年11月8日(木)
１１
13:00～16:00
月
（受付12:30～）
１１
月

平成30年11月9日(金)
13:00～16:00
(受付12:30～15:30)

平成30年11月16日(金)
１１
13:00～16:00
月
(受付12:00～15:30)

介護就職デイ 福祉の仕事就職面接会

ハローワーク川越
ウェスタ川越
人材確保・就職支援コー
多目的ホール
ナー
川越市新宿町1-17-17
049-242-0197(43#)

平成30年11月20日(火)
14:00～16:00
(受付14:00～15:30)

ハローワーク大宮
工場・倉庫のお仕事 合同就職面接会
※事業所の参加申込は終了しました。

埼玉県企業局 地域整
備事務所 2階会議室
大宮区大成町1-528-1

１１
月

（別紙３）

ハローワーク大宮
求人部門
048-667-8609(31#)

10月以降の埼玉労働局・ハローワーク就職面接会情報
埼玉労働局では、次の就職面接会等の開催を予定しています。

No.5
日時

内容（対象者等）

開催場所

お問合せ先

ハローワーク行田
求人部門
048-556-3151
ハローワーク草加
求人専門援助部門
048-931-6111(31#)

１１
月

平成30年11月22日(木)
13:30～15:30
(受付13:00～)

人をつなぐ かぞ就職面接会

市民プラザかぞ
3階多目的ホール
加須市中央2-4-17

１１
月

平成30年11月27日(火)
14:00～16:00
(受付13:30～15:30)

ハローワーク草加 マンスリー面接会
(未経験者歓迎！)

ハローワーク草加
別館会議室
草加市弁天4-10-7

平成30年11月28日(水)
１１
14:00～16:00
月
(受付13:30～)
１２
月

平成30年12月6日(木)
13:00～15:00
(受付12:15～)

平成30年12月7日(金)
１２
13:00～16:00
月
(受付12:00～15:30)

１月

（別紙３）

平成31年1月25日(金)
13:00～16:00

ハローワーク熊谷若年者就職面接会

ハローワーク浦和・地元企業就職面接会

保育士就職面接会

入間東部障害者就職面接会

熊谷市スポーツ・文化
村
くまぴあ 柔剣道場
熊谷市原島315
浦和コミュニティセン
ター
9階 第15集会室
浦和区東高砂町11-1

ハローワーク熊谷
求人部門
048-522-5656(31#)
ハローワーク浦和
048-832-2461(31#)

ハローワーク川越
ウェスタ川越
人材確保・就職支援コー
多目的ホール
ナー
川越市新宿町1-17-17
049-242-0197(43#)
ふじみ野市総合セン
ハローワーク川越
ター
専門援助部門
「フクトピア」
049-242-0197(46#)
ふじみ野市福岡1-2-5

