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フリガナ

お名前 年齢　　　　才

お住まい 県　 （　市　　町　　村　）※市町村までで結構です。

連絡先TEL

Mailアドレス
※任意（当日の詳しい内容を
お送りさせていただききます）

お申込みセミナー
※ご希望セミナーの □ に
チェックを入れてください

就職活動基本＆応用編！就職支援セミナー in 岐阜

□2/22（金） □3/6（水）
平成30年度 若年者地域連携事業（岐阜労働局委託事業）「就職活動基本＆応用編！就職支援セミナー in 岐阜　～ブラッシュUPセミナーシリーズ～」

申込書

就職支援セミナー
●in 岐阜

就職活動
基本＆応用編！

平成 30 年度　若年者地域連携事業（岐阜労働局委託事業）
若年者地域連携事業出張就職支援セミナー～岐阜編～

対象者

45歳未満の方

求職活動実績対象

ハローワークで雇用保険受
給期間中の方は、１回のセ
ミナー受講が活動実績 1と
なります。

定員
20名

参加費
無料

協力：ハローワーク岐阜・
岐阜県若者
サポートステーション

TOPICS！ 「基本＆応用編！就職支援セミナー in 岐阜」の他にも、県内他地域でも就職支援セミナー実施中です！
1/17 恵那・2/14 中津川・2/28 関・3/8 可児など、盛りだくさんの日程とテーマで各種セミナーをご用意しております！さらに情
報の幅を広げよう！他地域のお申込みは下記お申込書提出または事務局（TEL052-589-2162）までお問い合わせください。

ご自分に合ったセミナーや、ご自分に足りないかな？と思う 
テーマのセミナーをお選びください。

就職活動の基本から応募直前のブラッシュアップまで、
“未来”、につながる道に向けていざ進もう！
岐阜市内にて就職支援セミナーを開催いたします！あな
たに合ったステップから、始めてみてはいかがですか？

「就職活動基本＆応用編！就職支援セミナー in 岐阜」は下記の日程での開催します！

2/22金 
岐阜会場① 14:00～16:00

（受付開始13:30～）
応用編！就職支援セミナー 
in 岐阜　第1回 適職研究！

あなた自身の興味や能力と、選ぶ
業種や職種はマッチしていますか？
アセスメントツールを使って、あな
たの特性と、様々な仕事との“相性”
を発見しよう！

知らない職種には就けない？それな
らもっと深く様々な職種を知ろう！
地元企業で活躍する若手社員や人事
担当の方から直接話を聞いて、“知ら
ない”を“イメージできる”に変換し
視野を広げればチャンスも広がる！

3/6水 
岐阜会場① 14:00～16:00

（受付開始13:30～）
応用編！就職支援セミナー 
in 岐阜　第2回 職種研究！

～ブラッシュUP
セミナーシリーズ～

■お申込み方法　 （1）申込書を直接お出しいただく場合（岐阜会場① 2/22、3/6 のみ直接申込み可） …ハローワーク岐阜窓口へ下記のお申込書をご提出ください。
（2）TEL・FAX でお申込みいただく場合…若年者地域連携事業セミナー運営事務局宛　TEL：052-589-2162 ／ FAX：052-586-1598 
（3）オンラインでのお申込みいただく場合…岐阜若年者地域連携事業 HP のお申込みフォームをご利用ください（詳しくは裏面参照）
※上記いずれかの方法にてお申込みください。

～ information ～　就職活動基本編 in 岐阜は、下記の日程で実施いたします。

1/15火 2/19火 3/20火

岐阜会場② じゅうろくプラザ 小会議室

岐阜会場 ① ハローワーク岐阜 ２F会議室

岐阜会場②
自己表現編

岐阜会場②
他人理解編

岐阜会場②
面接対策編
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平成30年度　若年者地域連携事業（岐阜労働局委託事業）「就職活動基本＆応用編！就職支援セミナー in 岐阜　～ブラッシュUPセミナーシリーズ～」

セ
ミ
ナ
ー
概
要

日程 会場 テーマ 内容

2/22（金）
14:00～16:00

（受付開始 13:30 ～） 岐阜会場①
ハローワーク岐阜

2F 会議室

第1回
適職研究！

テーマは“適職研究”。アセスメントや自己チェックを通して、あなた
にマッチする仕事の見つけ方を習得しよう！
実施内容…適職発見アセスメントの実施（シートを使ってあなたの価
値観や興味から適職を探していきます。）を行い、講師による振り返
りや今後に活かすための具体的に情報整理を行います。
※無料実施！「VPI 職業興味検査」を行います。

3/6（水）
14:00～16:00

（受付開始 13:30 ～）

第2回
職種研究！

テーマは“職種研究”。改めて仕事（職種）ごとの特性をひも解いて、
あなたの興味・能力・価値観とすり合わせいこう！
実施内容…仕事に対する理解を深めるために職種研究の仕方を学ぶ
講座を実施。当日は、地元企業の若手社員や人事担当の方が参加す
る“地元の仕事研究ゼミ”も開催！業界や職種についての“リアル”
な話を聞いてみよう。求める人材像など貴重な情報入手のチャンス！

就職活動基本＆応用編！就職支援セミナー in 岐阜

セ
ミ
ナ
ー
概
要

日程 会場 テーマ 内容

1/15（火） 岐阜会場②
じゅうろくプラザ

小会議室

自己表現編 お仕事探しに必要な「自己表現術」を学びます。

2/19（火） 他人理解編 お仕事探しに必要な「コミュニケーション術」を学びます。

3/20（火） 面接対策編 「自己表現術」のステップアップ！相手に伝える自己 PR や、面接に
おける立ち居振る舞いなどを学びます。

就職活動基本編 in 岐阜

平成 30 年度　若年者地域連携事業（岐阜労働局委託事業）

メール・FAX・お電話でのお申込みについては、下記事務局窓口までご連絡ください。

表面が申込書となっております。窓口へ直接お申込みをされる場合は、申込書にご記載の上、キリトリ線より下をご提出ください。

セミナーについてのお問い合わせは

セミナー運営事務局
TEL:052-589-2162 へ

若年者地域連携事業　セミナー運営事務局 あて （営業時間：平日 9:00 ～ 18:00）　年末年始の 12/29 ～1/6 はお休みとなります。

TEL：052-589-2162／FAX：052-586-1598／MAIL：gifu-jakunen@lec-jp.com
のいずれかの方法にてお申込み記載事項をご連絡ください。 （＠エルイーシーハイフンジェイピー.コム）

オンライン申込みができます！
セミナー運営事務局
TEL:052-589-2162

岐阜若年者地域連携事業 HP
http://partner.lec-jp.com/ti/jakunen-gifu/

1 日だけの参加も、もちろん OK! 参加可能なお日にちをお選びください。

白戸 絹江（国家資格キャリアコンサルタント）　

社員研修（実践型新人研修、マナー研修、コミュニケーション関係研修等）や就職活動対策 
（職業人意識・書類作成指導・面接対策、ビジネスマナー等）を数多く経験する。キャリア
コンサルタントの他にも、基礎心理カウンセラー、メンタルヘルス・マネジメント、男女脳
差理解によるダイバーシティコミュニケーションインストラクターなど保有資格も多数。

★講師のご紹介

お申込書の直接のご提出先①　2/22、3/6のみ

ハローワーク岐阜　岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎
※お電話でのお申込み・お問い合わせは事務局までお願いいたします。

お申込のご連絡先②
岐阜県若者サポートステーション 
岐阜市橋本町1-10-1　アクティブG２F　TEL:058-216-0125

★会場のご案内
岐
阜
会
場
①

ハローワーク岐阜 ２F 会議室
岐阜市五坪 1丁目 9 番 1号
※無料駐車場有

岐
阜
会
場
②

じゅうろくプラザ 小会議室
岐阜市橋本町 1丁目 10 番地 11
※ JR 岐阜駅直結

★岐阜県若者サポートステーションのご案内
場所：岐阜駅直結西側の「アクティブG」の２Fです。
時間：9：30～17：00　月～金
TEL：058-216-0125

※各出張相談窓口（岐阜・多治見・可児）でも
セミナーのお申込みを受付けしています。 
出張窓口の詳細はHPをご覧ください 

▶ http://gifusapo.icds.jp

★ハローワーク岐阜のご案内
岐阜市五坪 1 丁目 9 番 1 号　
※無料駐車場有


