
 

 

 

 

 

 

  高齢者の就職促進のための「個別相談会・講演会」と 

「企業説明会」の開催について 

  

 

１．概要 

    労働力不足が課題となっている中で、健康で働く意欲のある高齢者が、就業を

通じて社会で活躍し続けることは、生涯現役社会を目指す上でも重要である。 

    このため、高齢者の方を対象に、就職に関する個別相談会と就職へのモチベー

ションや高齢者に求められる役割などについての講演会を開催するとともに、求

職者と企業とのマッチングを目的とした企業説明会を実施する。 

  

 

２．就職に関する個別相談会・講演会について 

   （１）日 時  令和元年６月２０日（木）１０：００～１６：３０ 

   （２）場 所  野々市市情報交流館カメリア（野々市市役所２階ホール椿） 

   （３）内 容  ・高齢者の就職に関する講演（１３：４０～１５：００） 

            「自分らしく働くための仕事選び」 

            株式会社 ディアロゴス 代表取締役 神谷 敏康 

・就職に関する個別相談（１０：００～１２：００、１５：３０～１６：３０）  

  

 

３．企業説明会について 

   （１）日 時  令和元年６月２７日（木）１３：３０～１６：００ 

   （２）場 所  学びの杜ののいちカレード（野々市市太平寺４丁目１５６） 

   （３）参加企業（５社） 

      （アルビス（株）、（株）クスリのアオキ、（株）天狗中田本店、日清医療食品（株）、（株）六星）  

 

 

４．主 催 

    石川県、いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ） 

  

 

５．今年度中に、企業説明会については、他９回開催予定 

（金沢４回、津幡１回、白山１回、能美１回、七尾１回、輪島１回） 

 

 

令和元年 6月 18日（ 火 ） 
石川県商工労働部労働企画課 
人材確保・定住政策推進室 

関ＧＬ 
直通電話 ２２５－１５３２ 

当日の取材・撮影につきましては、参加者のプライバシーに十分配慮くださる

ようお願いいたします。 



いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）では、厚生労働省の「生涯現役促進地域連携事業」を受託し、県内企業のシニア雇用促進に取り組んでいます。

◆ いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩLAC）   ◆ 石川県

株式会社 歩（運営委託先）パソコン道場 樂 TEL 076−227−8760 FAX 076−227−8761

10:00～16:30

証明写真

神谷敏康 氏

厚生労働省､東京しごと財団､各自治体などの就職支援

事業の講師を数多く務めるほか､大学の非常勤講師や

キャリアカウンセリングを行っています。

主   催

お問合せ

2019.6月20日木

お仕事相談会、講演会後も希望者には就職までの個別支援・キャリアコンサル

ティングをご用意しています。就職意欲が高い方の多くが就業されています。

中高年・シニア求職者のための

昨年度はたくさんの方が採用され、ご満足いただきました

55歳
以上

参加
無料

「自分で探しても合う求人がない」

「自分の時間と合う仕事があれば…」

など想いは色々あると思います。その想いをシニア就労

アドバイザーに気軽に話してみませんか？

当日はお仕事に関するご相談や中高年・シニア歓迎の

求人情報もご紹介しています。

野々市市情報交流館カメリア
（野々市市役所2階ホール椿）

〒921-8825 石川県野々市市三納一丁目1番地

人材コンサルタント
産業カウンセラー

ご希望の方には、プロカメラ

マンによる素敵な自然体のお

写真撮影を行います。履歴書

用としてお使いになるなど、使

い道はいろいろ。お写真は撮

影後、後日プレゼント致します。

限定
15名！

記念写真
  プレゼント

10:00 ー 個別相談会

13:30 ー 本プログラム概要説明

13:40 ー 記念講演
15:30 ー 個別相談会

お仕事相談・講演会

参加者募集
当日の

スケジュール

「自分らしく働く
　  ための仕事選び」

グループワーク等同世代参加者同士の交流のお時間
もございます。
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野々市市情報
交流館カメリア

北陸自動車道

13：40～15：0013：40～15：00
要予約

6/27に企業説明会（会場：ののいち
カレード）を開催予定！

要予約

どの時間からの参加もOK。個別相談、講演会のみの参加も可どの時間からの参加もOK。個別相談、講演会のみの参加も可



「これからの生き方、はたらき方をゆっくり考えたい」

「仕事がしたい」「社会に貢献したい」「学びたい」

あなたの新しい一歩を応援します

❶ QR コード応募フォームよりお申し込み

応募フォームをひらく→入力する→送信ボタンのカンタン3ステップでお申

込みが可能です。※備考欄に「参加希望」と、証明写真の撮影を希望される方は

ご入力ください。

携帯・スマートフォン・パソコン・電話からお申し込みされる方

ＦＡＸにてお申し込みされる方

❷ メールにてお申し込み　アドレス：senior@kanazawa-raku. jp

上記のアドレスに、氏名・住所・お電話番号・メールアドレス・ご希望の連絡方法・証明写

真の撮影を希望される方は忘れずにご記入の上お問合せください。

❸ 電話にてお申し込み　☎076-227-8760

必要事項をご記入の上、この用紙を下記のFAX番号まで送付ください。

応募方法 その１

氏　名

お電話番号

E-mail

参加内容

FAX:076-227-8761

求人情報

・早朝～の時間を活かすお仕事

・空き時間を有効活用するお仕事

・地域や社会に貢献できるお仕事

・コツコツ取り組めるお仕事

・身体を動かす健康的なお仕事

・人と接するやりがい
　あるお仕事

「お仕事相談会・講演会」参加お申し込み方法
※事前お申し込みをされると当日受付がスムーズです。証明写真撮影を希望される方は必ずお申し込みください。

この就職支援講座、企業説明会は、ILACから株式会社 歩に運営を委託して実施しております。

株式会社 歩（あゆむ）：パソコン道場 樂

有料(無料)職業紹介事業 許可番号17-ユ-300139

〒921-8162 金沢市三馬2-292　担当者：福田・川田・安達

TEL 076-227-8760　 FAX 076-227-8761 　http://kanazawa-raku.jp

・個別相談　　・記念講演　　・証明写真※証明写真のみの参加は不可

※到着後確認の電話
を差し上げます。



いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）では、厚生労働省の「生涯現役促進地域連携事業」を受託し、県内企業の

シニア雇用促進に取り組んでいます。

２０１9 年 6月２7日（木）

「合いそうな仕事あるかな？」「続けられそう

な仕事かな？？」求人誌やインターネットの情

報だけではなかなか知ることができない企業

担当者の話が聞けたり、求人情報が見たり出

来る就職イベントです。

これまでの経験やイメージに縛られず、企業の

採用担当者から直接お話を伺えます。今までの

お仕事探しが180度変わるかもしれません。

13:30～16:00

（運営委託先）

株式会社 歩／パソコン道場 樂

TEL 076－227－8760

55歳以上参加者募集

参加
無料

昨年度は多くの方
が採用され、ご満足
いただきました

説明会後も希望者には就職まで

の個別支援・キャリアコンサル

ティングをご用意しています。就職

意欲が高い方の多くが就業されて

います。

会 場

お問合せ

学びの杜ののいちカレード
〒921-8845 野々市市太平寺４丁目１５６

主催／いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩLAC）・石川県

直接
聞こ

う！

会お
う！

シニア活躍企業との出会いの場

お仕事再発見！やりがい再発見！

企業説明会
中高年・シニア求職者のための
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in 野々市
【当日は下記の求人企業の参加がございます】

アルビス㈱・㈱クスリのアオキ・㈱天狗中田本店・日清医療食品㈱・㈱六星
参加企業以外の求人も多数掲示致します。（野々市市、白山市、金沢市南部地区）

13:30～13:50／プログラム説明

13:50～16:00／企業説明会

参加申込みが必要です。

詳しくは裏面をご覧ください。

中高年・シニア歓迎の求人情報をご紹介 !!



これからの生き方、はたらき方をゆっくり考えたい、仕事がしたい、

社会に貢献したい、学びたい、あなたの新しい一歩を応援します

❶ 二次元バーコードお問合せフォームより応募

お問合せフォームをひらく→入力する→送信ボタンのカンタン3ステップで

お申込みが可能です。※備考欄に「講座・説明会に参加希望」とご入力ください。

携帯・スマートフォン・パソコン・電話から応募される方

ＦＡＸにて応募される方

❷ メールアドレスより応募　アドレス：senior@kanazawa-raku. jp

上記のアドレスに、氏名・住所・お電話番号・メールアドレス・ご希望の連絡方法を忘れず

にご記入の上お問合せください。

❸ 電話にて応募　☎076-227-8760

必要事項をご記入の上、この用紙を下記のFAX番号まで送付ください。

応募方法 その１

氏　名

お電話番号

E-mail

FAX:076-227-8761

求人情報

・身体を動かす健康的なお仕事

・人と接するやりがい
　あるお仕事

「2019年6月27日の企業説明会」参加お申し込み方法

この企業説明会は、ILACから株式会社 歩に運営を委託して実施しております。

株式会社 歩（あゆむ）：パソコン道場 樂

有料(無料)職業紹介事業 許可番号17-ユ-300139

〒921-8162 金沢市三馬2-292　担当者：福田・川田・安達

TEL 076-227-8760　 FAX 076-227-8761 　http://kanazawa-raku.jp

シニア・高齢者のための【企業説明会】in野々市　

・早朝～の時間を活かすお仕事

・空き時間を有効活用するお仕事

・地域や社会に貢献できるお仕事

・コツコツ取り組めるお仕事

 ※運営委託先（株式会社歩）宛ての参加申し込みとなります。
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