平成28年度 ハローワーク品川・大森・渋谷合同 大田区共催

また、応募書類に障害の種別・等級をご記入いただくか、障害者
手帳の写し（障害がわかる部分のみで可）を応募企業数に応じて
ご用意ください。

会場
大田区産業プラザＰｉＯ
大田区南蒲田１－２０－２０
（京急蒲田駅から徒歩約3分 ＪＲ蒲田駅から徒歩約13分）

お問合せは、
下記のハローワークへ
ハローワーク品川
専門援助第二部門
TEL 03-5419-8609 (45#)
FAX 03-3453-1607

ハローワーク大森
専門援助第二部門
TEL 03-5493-8609(44#)
FAX 03-3768-5208

ハローワーク渋谷
専門援助第二部門
TEL 03-3476-8609(44#)
FAX 03-3476-0988

ハローワーク立川・青梅・三鷹合同

障害者就職面接会
平成

２８年 10 月 1４日（金）

13 時 00 分～16 時 00 分
（受 付 12 時 30 分 ～ 15 時 00 分）
※

当日の混雑状況や天候等により、受付開始時刻を変更する場合が
あります。

１５
事業所
参 加
予 定

事 前 参 加 申 込 制
参加を希望される方は、事前に立川・青梅・三鷹の
いずれかのハローワークでお申込みください。
※

ハローワークに求職登録をしていない方は、住所を管轄するハローワークで
事前に求職登録をしてからお申し込みください。

西口

体育館

★面接会当日の注意事項★
１ 当日は、複数の事業所と面接ができます。
応募書類と障害程度の確認が出来るもの
（障害者手帳等のコピー）を応募事業所数に
応じてご用意ください。
２ 面接開始時間は「１３時００分」からです。
また、面接の番号札をお取りになることが
できる時間も「１３時００分」からです。

会 場
東京障害者職業能力開発校 体育館
小平市小川西町２－３４－１

最寄駅
西武国分寺線・拝島線 小川駅（西口）から徒歩５分
ハローワーク立川
専門援助部門

ハローワーク青梅
専門援助部門

ハローワーク三鷹
専門援助第二部門

立川市緑町 4－２

青梅市東青梅３－２０－７

三鷹市下連雀４－１５－１８

ＴＥＬ ０４２―５２５－８６２４

ＴＥＬ ０４２８－２４－９１７３

ＴＥＬ ０４２２－４７－８６１８

ＦＡＸ ０４２－５２１－４３６７

ＦＡＸ ０４２８－２５－１７３２

ＦＡＸ ０４２２－７６－３４９０

城東ブロック

障害者就職面接会
平成２８年１０月１８日(火)

参加企業
(予定）45社

１３：００～１６：００

（受付時間／１２：３０～１５：３０）
会場： すみだリバーサイドホール(墨田区役所２階）
墨田区吾妻橋1-23-20
【交通案内】

東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン） 「浅草駅」正面口から徒歩約５分
東京メトロ銀座線 「浅草駅」５出口から徒歩約５分
都営地下鉄浅草線 「浅草駅」Ａ５出口から徒歩約５分
都営地下鉄浅草線 「本所吾妻橋駅」Ａ３出口から徒歩約５分
最寄バス停 ①②「リバーピア吾妻橋」③「墨田区役所」④⑤「本所吾妻橋」

参加ご希望の方は下記のハローワークに、原則、事前参加申込が必要です。
＊面接会当日は「応募書類（履歴書・職務経歴書等）」を応募企業数に応じて複数枚ご用意ください。
なお、応募書類には障害の種類・等級をご記入していただくか、障害者手帳の写し（障害がわかる部
分のみ）を応募企業数に応じてご用意ください。また、障害に対する必要な配慮事項もご記入ください。
＊応募者多数で当日面接ができない場合などは、応募書類をお預かりする場合があります。

お

問

合

わ

せ

先

ハローワーク足立

ハローワーク墨田

ハローワーク木場

０３（３８７０）８８９４

０３（５６６９）８６０９ ４８＃

０３（３６４３）８６１４

主催 ハローワーク足立・墨田・木場
後援 墨田区

会場：東京ビッグサイト（会議棟１Ｆレセプションホール）
住所：江東区有明３－１１－１

＊お申込み、お問い合わせ等につきましては、下記の各ハローワークまでお願いします＊

ハローワーク飯田橋

TEL 03（3812）8609

44#

FAX 03（3813）5620

ハローワーク上 野

TEL 03（3847）8609

43#

FAX 03（3847）8638

ハローワーク新 宿

TEL 03（3200）8609

41#

FAX 03（3200）8621

ハローワーク池 袋

TEL 03（3987）8609

41#

FAX 03（3987）4456

ハローワーク王 子

TEL 03（5390）8613

FAX 03（3912）7246

★面接会当日の注意事項★
１

面接開始は１３時からです。また、面接の番号札をお取りすることができる時間も１３時からとな
ります。その際は面接を希望するご本人が番号札をお取りになるようお願いいたします。
なお、番号札をお取りいただける時間は、原則１５時４０分までとさせていただきますのでご注意
ください。

２

履歴書（写真貼付）
・職務経歴書を複数枚ご用意ください。

３

障害の種別、等級を応募書類（履歴書、職務経歴書）にご記入いただくか、障害者手帳等の写し
（障害のわかる部分のみで可）をご持参ください。

４

会場内では飲食物の持ち込みが禁止されておりますので、昼食等は済ませた上でご来場ください。

５

障害者用の駐車スペースが限られており、駐車場の確保ができないため、可能な限り公共機関を
ご利用ください。

＊ 大崎駅よりＪＲ埼京線相互

り んかい線
新木場
大

崎

約５分
約１３分

下車徒歩

国際展示場

約７分

東京ビッグ
サイト

ゆ りか もめ
新
豊

橋
洲

約２２分
約８分

下車徒歩

国際展示場
正門

約３分

東京ビッグ
サイト

直通運転。国際展示場駅から
渋谷（約２０分）
新宿（約２５分）
池袋（約３１分）
川越（約７８分）
の各駅を直接結びます。

主催：飯田橋・上野・新宿・池袋・王子公共職業安定所

障がい者
就職面接会
■日時：平成２８年１０月２８日（金）
●面接時間 １３：００-１６：００（入場開始１２：３０） ●受付時間 １５：３０まで

■場所：町田市立総合体育館サブアリーナ
●町田市南成瀬５-１２

ハローワーク町田・八王子・府中・相模原
に、求職登録している方は、それぞれ登録
しているハローワークにお申込みください。

ＪＲ横浜線 成瀬駅
北口より徒歩９分
（バス便はありません。）

上記以外のハローワークへ求職登録して
いる方は、町田・八王子・府中・相模原
の、いずれかのハローワークにお申込み
ください。
・当日参加も可能ですが、ハローワークに
求職登録している方はハローワークカード
をお持ちください。
・応募書類（履歴書等）を応募企業の数に
応じてご用意ください。
・応募書類に、障がいの種別、等級をご記
入いただくか、障害者手帳のコピー（障が
いのわかる部分のみ）も、応募企業の数に
応じてご用意ください。

お問い合わせは 下記の各ハローワーク専門援助部門へどうぞ。
ハローワーク
町田
専門援助部門

ハローワーク
八王子
専門援助第二部門

ハローワーク
府中
専門援助部門

ハローワーク
相模原
専門援助部門

TEL:042-732-7316
FAX:042-732-8724

TEL:042-648-8695
FAX:042-648-8615

TEL:042-336-8652
FAX:042-362-8093

TEL:042-776-8609
43＃
FAX:042-759-1871

