
仕事を探している全ての方

13:00 ～ 15:3021社の企業参加予定！

① 13:00 ～

② 13:40 ～

③ 14:20 ～

各回2名・事前予約優先 各回10名・事前予約優先

9月22日（木） 13:00～15:30

共催:ハローワーク一宮、一宮市 協力:（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

対 象

仕事を探している全ての方仕事を探している 49歳以下の方
仕事を探している 49歳以下の方

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）

入退場自由

時 間

対 象

服装自由

持ち物

参加費無料 履歴書不要

13:00 ～ 15:30

対 象

30名・事前予約優先

④ 15:00 ～

① 13:00 ～ 13:50

② 14:00 ～ 14:50

「就職活動のストレスどうしたらいい？」

「今日から育てる！私の雑談力」

★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

＊職業適性診断・個人相談・就職支援セミナーの事前予約先＊ 一宮市 活力創造部 産業振興課 労政グループ TEL 0586-28-9132

～新型コロナウイルスの影響による離職者、就職氷河期世代の方など
就職にお困りの方を応援します～
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地元の

地元で働く！

2022年

各回 30分

就職相談会

尾張一宮駅前ビル（i-ビル） 6階・7階
※各階に受付がありますので直接お越しください。

７F

6F
７F

6F

対 象

時 間

定 員

時 間

定 員

時 間

定 員



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。

就職相談会

準備中

※参加企業、募集職種等は変更となる場合があります。 ※一部、資格および経験が必要な求人があります。

参加企業名 （ 50音順 ） 募集職種 （ 8月12日現在 ）
就業
場所

社会福祉法人 愛知県厚生事業団
愛厚はなのきの里

【フ】 生活支援員、看護職員 稲沢市

インラック 株式会社 【フ】 総合警備士、管理職候補 一宮市

株式会社 エス・プロジェクト
【フ】 倉庫管理・出荷準備、ＤＴＰオペレーター、営業職（法人営業）
【パ】積算業務スタッフ

一宮市

有限会社 衛藤興業 【フ】 道路清掃員、現場管理監督業務 一宮市

尾張交通 株式会社 【フ】 営業（配車業務）（タクシー事業に関する業務） 一宮市

株式会社 金光
【フ】 仕分け作業員及び資源回収助手作業、

資源ゴミ回収運転手及び積込み助手
一宮市

神戸産業 株式会社
【フ】 機械仕上技能職、溶接工、材料切断・仕上工
【パ】一般事務

一宮市

株式会社 木村硝子店 【フ】 営業、現業工務 一宮市

医療法人 翔樹会
【フ】 介護職
【パ】介護職夜勤専従、介護事務

一宮市

ステラリンク 株式会社
【パ】 キッチンスタッフ、送迎ドライバー、入浴スタッフ、介護職、

介護ドライバー
一宮市

株式会社 スリーエス物流
【フ】 倉庫リフト作業員・現場管理
【パ】構内検品作業、事務

一宮市

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会 【フ】 介護職、調理員 一宮市

株式会社 ＴＭＷ
【フ】 システムエンジニア、金型製造スタッフ、製造スタッフ、

ＮＣ工作機オペレーター、金型設計スタッフ
稲沢市

株式会社 ニッケ・ケアサービス
一宮事業部

【フ】 介護職
【パ】早遅限定介護職、介護職、夜勤専門介護職

一宮市

株式会社 ニュー・サンワ
【フ】 営業事務、金属工作機械工（各種旋盤工）、営業
【パ】工場内事務及び軽作業

一宮市

社会福祉法人 白寿苑 稲沢白寿苑
【フ】 介護職員
【パ】看護職員

稲沢市

有限会社 服部庭園 【フ】 造園工・土木工、営業、事務職 稲沢市

株式会社 日立アイイーシステム 【フ】 設計開発（情報機器等の設計）、品質保証 稲沢市

船橋設備 株式会社 【フ】 土木作業員、水道工事管理、一般事務 稲沢市

名鉄西部交通 株式会社 【フ】 配車オペレーター、名鉄タクシー養成・二種乗務員
一宮市
稲沢市

ユーシンＳＬ 株式会社
【フ】 印刷会社の営業
【パ】印刷補助作業

稲沢市

【フ】：フルタイム／ 【パ】：パートタイム

▶▶▶ 7階 シビックホール 13:00～15:30



▶▶▶ 6階 一宮市ビジネス支援センター内 相談室

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 産業振興課 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。

キャリアカウンセラーによる個人相談

対 象

定 員

相談員

時間

一宮市 活力創造部 産業振興課 労政グループ

各回 10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

１

２

時間 13:00～13:50

時間 14:00～14:50
「今日から育てる！私の雑談力」

慣れない求人検索、履歴書作成や面接に戸惑いストレスを感じている人が多いのではないでしょうか。

思うようにいかない不安や焦り、あるいは漠然としたストレスを抱えている人もいるでしょう。

人によっては、「次の職場での人間関係」、「自分の適性あるいはやりたいことがわからない」と不安や

悩みを感じる人もいるのではないでしょうか。就職活動中のストレスと向き合う方を紹介します。

「何を話せばいいのかわからない・・・」「沈黙が気まずい・・・」と、雑談に苦手意識を持っていませんか？

雑談のポイントを知ると、自分にも、相手にも、そしてお仕事にも良いことがたくさんあるんです！

皆さんそれぞれが持つ雑談力を、今日から育てていきましょう！

就職支援セミナー

対 象

定 員

講 師

▶▶▶ 6階 小会議室

「就職活動のストレスどうしたらいい？」

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。

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。

同時
開設

2

3

4

49歳以下の方（事前に予約された方優先）

予約先

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
一宮市 活力創造部 産業振興課 労政グループ

30名

対 象

定 員
TEL : 0586-28-9132

TEL : 0586-28-9132

TEL : 0586-28-9132



◆ 電車でお越しの方
○ ＪＲ東海道本線

尾張一宮駅下車 東へ徒歩1分
○ 名鉄名古屋本線

名鉄一宮駅下車 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。

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

★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★

＊就職相談会については
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 産業振興課 労政グループ TEL 0586-28-9132

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。
●当日は氏名等を「受付票」に記入の上、参加してください。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
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