★この就職支援フェアへの参加は雇用保険の求職活動実績になります★

- 新型コロナウイルスの影響により離職された方など就職にお困りの方を応援します -

参加費無料
履歴書不要
入退場自由
服装自由
事前申込不要

対象
時間

仕事を探している全ての方

13:00 ～ 15:30
18社の企業が参加！

対象
時間

定員

仕事を探している

49歳以下の方

①
②
③
④

13:00 ～ 13:30
13:40 ～ 14:10
14:20 ～ 14:50
15:00 ～ 15:30
各回2名・事前予約優先

＊職業適性診断・個人相談・就職支援セミナーの事前予約先＊

対象

仕事を探している全ての方

時間

13:00 ～ 15:30

定員

30名・事前予約優先

対象
時間

仕事を探している

49歳以下の方

① 13:00 ～ 13:50
「リフレーミングでピンチをチャンスに！」

② 14:00 ～ 14:50
「後悔したくない人の求人票の見方」

定員

各回10名・事前予約優先

一宮市活力創造部 商工観光課 商工労政グループ

TEL 0586-28-9132
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2021年
月 日（水） 13:00～15:30
尾張一宮駅前ビル（i-ビル） 6階・7階
持ち物

マスク ／ 筆記用具
ハローワーク受付票または雇用保険受給資格者証（お持ちの方のみ）

【主催】 愛知労働局 ・ 愛知県 ・ ハローワーク一宮 ・ 一宮市 ・ （公財）愛知県労働協会 ・ いちのみや若者サポートステーション

1

地域別就職面接会
▶▶▶ 7階 シビックホール 13:00～15:30

↑最新の企業情報は
こちらでご確認
ください。

お仕事を探している全ての方を対象とした企業面接会です。
正式な面接ではありません。各ブースで、地元企業の事業概要や
採用情報の説明が受けられます。
※参加企業及び募集職種は変更となる場合があります。

参加企業名（50音順）

経験不問の
正社員求人
多数！

募集職種 （8月27日現在）

就業場所
稲沢市
岩倉市 他

アイテック株式会社 名古屋支店

【フルタイム】 官公庁施設管理職員

一榮工業株式会社

【フルタイム】 自動車部品オペレーター、
社内システム運用及び総務

医療法人尾張健友会
社会福祉法人尾張健友福祉会

【フルタイム】 歯科衛生士、看護補助者、介護職員
ケアワーカー、介護福祉士、

ゴールドエイジ株式会社

【フルタイム】 介護職員、夜勤専従介護職員
【パートタイム】介護職員

株式会社昭和

【フルタイム】 販売（店舗運営）、ルート配送

株式会社スリーエス物流

【フルタイム】 業務（配車）職員、一般事務（総務
事務）、倉庫リフト作業員・現場管理

一宮市

綜合警備保障株式会社 尾張支社

【フルタイム】 警備職（機械警備）、営業職、技術職

一宮市
清須市 他

大東建託株式会社 一宮支店

【フルタイム】 建築営業課員

一宮市

株式会社ティー・エフ・ピー

【フルタイム】 調理員
【パートタイム】調理補助

一宮市

株式会社特殊高所技術

【フルタイム】 総合職（技術職）

清須市

尾西信用金庫

【フルタイム】 事務兼営業職

一宮市

藤桂京伊株式会社

【フルタイム】 酒ゃビック店舗運営スタッフ

一宮市
稲沢市

株式会社富士薬品 一宮営業所

【フルタイム】 ルート営業

一宮市

株式会社メイコン

【フルタイム】 倉庫作業員

一宮市
小牧市

名鉄西部交通西部株式会社

【フルタイム】 配車オペレーター、
タクシー養成・二種乗務員

一宮市

森吉グループ
(森吉通運株式会社、株式会社森吉物流倉庫)

【フルタイム】 総合職
【契約社員】
通関業務

株式会社 モリトー

【フルタイム】 営業職、商品管理及び入出荷

一宮市

株式会社ユニセレクト

【フルタイム】 ウェブデザイン
【パートタイム】アパレル倉庫内作業

一宮市

一宮市
一宮市
江南市 他
一宮市
岩倉市
稲沢市
名古屋市 他

一宮市
名古屋市

同時
開設

ハローワークブース
▶▶▶ 7階 シビックホール 13:00～15:30
ハローワーク職員による最新の求人情報の提供、
応募書類（履歴書・職務経歴書）の添削やアドバイスが受けられます。

2

職業適性診断
▶▶▶ 7階 シビックホール 13:00～15:30
パソコンによる職業適性診断システムを利用し、専門支援相談員によるアドバイスが受けられます。

対象

仕事を探している全ての方（事前に予約された方優先）
予約先

定員

3

一宮市活力創造部 商工観光課 商工労政グループ

30名

キャリアカウンセラーによる個人相談
▶▶▶ 6階 一宮市ビジネス支援センター内 相談室
就職に関する不安・悩み・疑問等にキャリアカウンセラーが対応します。

対象

49歳以下の方（事前に予約された方優先）
予約先

定員
相談員
時間

4

一宮市活力創造部 商工観光課 商工労政グループ

各回 2名
いちのみや若者サポートステーションのキャリアカウンセラー

①13:00～13:30 ②13:40～14:10 ③14:20～14:50 ④15:00～15:30

就職支援セミナー
▶▶▶ 6階 小会議室
対象

49歳以下の方（事前に予約された方優先）
予約先

一宮市活力創造部 商工観光課 商工労政グループ

定員

各回 10名

講師

いちのみや若者サポートステーションのキャリアカウンセラー

１ 「リフレーミングでピンチをチャンスに！

時間

13:00～13:50

～さあ 逆転の発想だ！ まずはウィークポイントをセールスポイントに～」

自分のダメなところばかり目について、自己アピールが出来ずに悩んでいる人はいませんか？視点を変えて物事を見ること
によって、物事の見え方が変わってきます。自分がどの位置から見るかによって、物の見方が大きく変わります。私たちは普
段、特定の視点で見ることに囚われて選択肢を狭くしています。
自分のウィークポイントの視点を変える練習から始めてみませんか？

２ 「後悔したくない人の求人票の見方

時間

14:00～14:50

～知っておきたい、知らないともったいない、失敗しない求人票の見方～」
あなたは求人票のどこを見ていますか？仕事内容、給与、年間休日、勤務地、雇用形態、福利厚生・・・希望の条件に合う
かどうか、どれも大切な情報ですよね。では、そこに書かれている言葉の意味までしっかりと理解できていますか？
応募後・入社後の「こんなはずじゃなかった・・・」を無くすためにも、求人票の正しい見方を一緒に確認しませんか？

アクセス
尾張一宮駅前ビル（ｉ－ビル）
所在地：一宮市栄3丁目1番2号
◆
○
○

◆
○

◆
○

電車でお越しの方
ＪＲ東海道本線
尾張一宮駅下車
名鉄名古屋本線
名鉄一宮駅下車

東へ徒歩1分
東へ徒歩1分

名鉄バスでお越しの方
名鉄一宮駅 または
尾張一宮駅前 から徒歩3分

お車でお越しの方
ⅰ‐ビル立体駐車場、
尾張一宮駅自家用車整理場、
一宮駅東地下駐車場等を
ご利用ください。（有料）

※無料駐車場はありません。また、駐車料金の減免処理もありません。
※公共交通機関のご利用をお勧めします。

新型コロナウイルス感染症対策について
★ 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、本フェアの開催を中止とする場合があり
ます。
● 会場入口で体温測定を実施します。体温が37.5度以上の方、風邪等の症状のある方の入場は
お断りします。
● 会場内では必ずマスクの着用をお願いします。このため、各自マスクを持参してください。
● 手指の消毒をお願いします。
● 参加者が集中した場合は、入場制限や時間制限を設ける場合があります。
● 会場内で感染者が発生した場合は、保健所等の公的機関に対し参加者の個人情報を提供する
こととなりますので、あらかじめご了承ください。

問合せ ・ 予約先
＊地域別就職面接会については
ハローワーク一宮 TEL 0586-45-2048（41#）
＊職業適性診断・個人相談・就職支援セミナー（予約含む）については
一宮市活力創造部 商工観光課 商工労政グループ TEL 0586-28-9132
★この就職支援フェアへの参加は雇用保険の求職活動実績になります★
このイベントは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業であり、愛知県が株式会社学情名古屋支社に運営の一部を委託しています。

