
１１月重点対策期間中に都内ハローワークで実施する

福祉関係イベントについて

各イベントの詳細については、実施するハローワークへお問い合わせください。

問い合わせ時間：８：３０～１７：１５

〇 ハローワーク品川

開催予定日：平成２６年１１月２７日（木）

イベント名：保育系品川区共催就職面接会

【問合せ先】

ハローワーク品川 職業相談第一部門

港区芝大門1-3-4 芝大門ビル

☎ ０３－３４３３－８６０９

〇 ハローワーク渋谷

① 開催予定日：平成２６年１１月１３日（木）

イベント名：介護系就職応援セミナー

② 開催予定日：平成２６年１１月１４日（金）

イベント名：介護系世田谷区内介護施設等見学会

③ 開催予定日：平成２６年１１月１８日（火）

イベント名：介護系ツアー型面接会

④ 開催予定日：平成２６年１１月１９日（水）

イベント名：介護系仕事入門セミナー

【問合せ先】

ハローワーク渋谷３Ｆ ハートフルワークコーナー

渋谷区神南１－３－５

☎ ０３－３４７６－８６０９

〇 ハローワーク新宿

① 開催予定日：平成２６年１１月１９日（水）

イベント名：介護系杉並区福祉のおしごとフェア

② 開催予定日：平成２６年１１月３０日（日）

イベント名：保育系杉並区・中野区 保育のおしごと事業所説明・就職相談・

面接会

【問合せ先】

ハローワーク新宿 事業所第二部門

新宿区歌舞伎町２－４２－１０

☎ ０３－３２００－８６０９
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〇 ハローワーク池袋

① 開催予定日：平成２６年１１月４日（火）

イベント名：介護系ミニセミナー＆ビデオ上映会

② 開催予定日：平成２６年１１月１０日（月）

イベント名：介護系ビデオ上映会

③ 開催予定日：平成２６年１１月１４日（金）

イベント名：保育系就職面接相談会

④ 開催予定日：平成２６年１１月１７日（月）

イベント名：介護系ビデオ上映会

⑤ 開催予定日：平成２６年１１月１７日（月）～１１月２１日（金）

イベント名：介護系練馬区共催介護障害福祉サービス事業所見学面接会

⑥ 開催予定日：平成２６年１１月１１８日（火）

イベント名：介護系ハート＆ハート面接会

⑦ 開催予定日：開催予定日：平成２６年１１月２５日（火）

イベント名：介護系ビデオ上映会

⑧ 開催予定日：開催予定日：平成２６年１１月２５日（火）

イベント名：介護系ハート＆ハート面接会

⑨ 開催予定日：開催予定日：平成２６年１１月２８日（金）

イベント名：保育系ビデオ上映会

⑩ 開催予定日：開催予定日：平成２６年１１月２８日（金）

イベント名：介護系はじめの一歩セミナー

【問合せ先】

ハローワーク池袋 サンシャイン庁舎 ハートフルワークコーナー

豊島区東池袋３－１－１ サンシャイン６０ ３Ｆ

☎ ０３－５９１１－８６０９

〇 ハローワーク足立

① 開催予定日：平成２６年１１月７日（金）

イベント名：介護系足立区共催介護のしごと 相談・面接会

② 開催予定日：平成２６年１１月１２日（水）

イベント名：介護系スマイリープチ面接会

③ 開催予定日：平成２６年１１月１７日（月）

イベント名：介護系ビデオセミナー

④ 開催予定日：平成２６年１１月２０日（木）

イベント名：介護系ツアー面接会

⑤ 開催予定日：平成２６年１１月２６日（水）

イベント名：介護系スマイリーハートプチ面接会

【問合せ先】

ハローワーク足立 ハートフルワークコーナー

足立区千住１－４－１ 東京芸術センター６Ｆ

☎ ０３－３８７０－８６０９



〇 ハローワーク木場

① 開催予定日：平成２６年１１月１２日（水）

イベント名：介護系介護業界セミナー＆会社説明会

【問合せ先】

ハローワーク木場 専門援助第一部門

江東区木場２－１３－１９

☎ ０３－３６４３－８６０９

〇 ハローワーク八王子

① 開催予定日：平成２６年１１月３日（月）

イベント名：保育系はちおうじ保育園フェア２０１４

② 開催予定日：平成２６年１１月５日（水）

イベント名：介護系ビデオセミナー

③ 開催予定日：平成２６年１１月１２日（水）

イベント名：介護系ハートフルセミナー

④ 開催予定日：平成２６年１１月１３日（木）

イベント名：介護系福祉の就職説明会＆面接会

⑤ 開催予定日：平成２６年１１月１４日（金）

イベント名：保育系ツアー面接会

⑥ 開催予定日：平成２６年１１月２１日（金）

イベント名：介護系ハートフルセミナー

⑦ 開催予定日：平成２６年１１月２６日（火）

イベント名：介護系ビデオセミナー

⑧ 開催予定日：平成２６年１１月２７日（木）

イベント名：保育系ツアー面接会

【問合せ先】

ハローワーク八王子 ハートフルワークコーナー

八王子市子安町１－１３－１

☎ ０４２－６４８－８６０９

〇 ハローワーク立川

① 開催予定日：平成２６年１１月７日（金）

イベント名：介護系介護の仕事セミナー

② 開催予定日：平成２６年１１月２７日（金）

イベント名：介護系ツアー面接会

【問合せ先】

ハローワーク立川 ハートフルワークコーナー

立川市緑町４－２ 立川地方合同庁舎

☎ ０４２－５２５－８６０９



〇 ハローワーク青梅

① 開催予定日：平成２６年１１月２０日（木）

イベント名：介護系福祉のしごと就職面接会

【問合せ先】

ハローワーク青梅 職業相談部門

青梅市東青梅３－１２－１６

☎ ０４２８－２４－８６０９

〇 ハローワーク三鷹

① 開催予定日：平成２６年１１月７日（金）

イベント名：介護・看護系ツアー型面接会

② 開催予定日：平成２６年１１月１０日（月）

イベント名：介護・看護系ツアー型面接会

【問合せ先】

ハローワーク三鷹 職業相談部門

三鷹市下連雀４－１５－１８

☎ ０４２２－４７－８６０９

〇 ハローワーク町田

① 開催予定日：平成２６年１１月２８日（金）

イベント名：介護系町田就職フェア

【問合せ先】

ハローワーク町田 職業相談部門

町田市市森野２－２８－１４ 町田合同庁舎１階

☎ ０４２－７３２－８６０９

〇 ハローワーク大森

① 開催予定日：平成２６年１１月２１日（金）

イベント名：介護系ツアー面接会

【問合せ先】

ハローワーク大森 職業相談第一部門

大田区大森北４－１６－７

☎ ０３－５４９３－８６０９
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町田就職フェア 町田13:00 （介護） ツアー面接会 立川 13:00 （介護）

はじめの一歩セミナー 池袋

（介護） ビデオ上映会13:30 （介護） ❤＆❤面接会 池袋 9:15

福祉のしごと
就職面接会

青梅 14:00 （介護）

池袋

（介護）
スマイリーハート

プチ面接会
足立 10:30 （保育） ツアー面接会 八王子 10:00 （介護）

ビデオセミナー 八王子 13:30 （保育）
品川区共催
就職面接会

品川 14:00 （保育）

9:30 （介護） 上映会 池袋 13:30

10:30 （介護） ビデオセミナー 足立 14:00 （介護） ツアー型面接会 渋谷 11:00 13:00 （看護）
東京都ナースプラザ・
ナースバンク東京
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練馬区共催介護障
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事業所見学面接会
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練馬区共催介護障
害福祉サービス

事業所見学面接会
池袋 10:00

14:00

世田谷区内介護
施設等見学会

渋谷

木場 10:00 （保育） 就職面接相談会 池袋

（介護）
スマイリーハート

プチ面接会
足立 10:00 （介護） 就職応援セミナー 渋谷 9:30 （介護）14:00

（介護・
看護）

ツアー型面接会 三鷹 13:00
（介護・
看護）

ふくしワークフェア
新宿会場面接会 労働局 13:30
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14:00 （介護） 介護の仕事入門セミナー9:30 （介護） 上映会 池袋 13:00
（介護・
看護）

介護デイ
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（介護）
練馬区共催介護障
害福祉サービス
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池袋

新宿
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11/30(日)

１３：３０ （保育） 杉並区・中野区保育のおしごと事業

所説明・就職相談・面接会 主催：新宿所

11/30(日)

１３：３０ （保育） 杉並区・中野区保育のおしごと事業

所説明・就職相談・面接会 主催：新宿所


