
【主催】千歳市 【委託先】株式会社KG情報  札幌支社 平成30年度 千歳市地元就職・人材確保支援事業 

千 歳市で働きたい方必見 ! あ なたの就職・転職をサポートします。 

千歳で働こう!千歳で働こう!

再就職支援
セミナー

女 性 向 け

参加無料 服装自由
※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。

　

特設サイト http://chitose- j imoto.e-arpa. jp/

こちらの2次元バーコードから
アクセスできます。0800-800-0202

千歳市総合福祉センター
千歳市東雲町2丁目34番地
※JR千歳駅 駅前広場出口から徒歩17分

イオン千歳 

JR千歳駅 

千歳中 

もりもと 

千歳ステーションプラザ 
千歳郵便局 

真光寺 
千歳市役所 

千歳第一病院 

千歳市総合 
福祉センター 

北ガス文化ホール （千歳市民文化センター）
千歳市北栄2丁目2番11号
※JR千歳駅 千歳ステーションプラザ側から徒歩7分

JR千歳駅 

イオン千歳 

千歳中 

ANAクラウン 
プラザホテル千歳 

北ガス 
文化ホール 

千歳郵便局 

千歳市総合福祉センター
千歳市東雲町2丁目34番地
※JR千歳駅 駅前広場出口から徒歩17分

イオン千歳 

JR千歳駅 

千歳中 

もりもと 

千歳ステーションプラザ 
千歳郵便局 

真光寺 
千歳市役所 

千歳第一病院 

千歳市総合 
福祉センター 

【時間】
10:00～12:00
【場所】
3階視聴覚室

【時間】
10:00～12:00
【場所】
307 号室

【時間】
10:00～12:00
【場所】
402 号室

こんな方にオススメ！
・オシゴトにブランクのある方…
・未経験の業種に不安のある方…
・自分にあったオシゴトを見つけたい方…

お気軽にお問合せ・ご予約ください。

土11/1711/17
2018年2018年

土11/2411/24
2018年2018年

土　1/19　1/19
2019 年2019 年

託児サービス有
(要事前予約 )

託児サービス有
(要事前予約 )

女性向け再就職応援企画
印象度UPセミナー
女性向け再就職応援企画
印象度UPセミナー

女性のための職場の
コミュニケーション＆
ビジネスマナーセミナー
女性のための職場の
コミュニケーション＆
ビジネスマナーセミナー

健康的に社会復帰！
骨盤矯正＆ストレッチ
トレーニングレッスン
健康的に社会復帰！
骨盤矯正＆ストレッチ
トレーニングレッスン

青山 夕香 氏
㈱青山プロダクション代表
人材育成「笑顔」コンサルタントキャリアアドバイザー
コンプライアンスアドバイザー・ビジネスマナースペシャリスト

㈱青山プロダクション代表

人材育成「笑顔」コンサルタント

キャリアアドバイザー

コンプライアンスアドバイザー

ビジネスマナースペシャリスト

青山 夕香 氏長岡 未来 氏
現役モデル

※TV・CM・イベントMC・

講演活動など幅広く活動中

※各種オーディションでの

多数の合格実績をもとに

アドバイスします。

永澤 利里 氏
ビューティーインストラクター

として関東・北海道で活躍中

※スキンケアの仕方やメイク方法、

などのトータルビューティーを

イベントや講習で幅広い世代の

女性に提供しています。

工藤 布由子 氏
㈱札幌丸井三越

営業計画担当　マネージャー

※丸井今井札幌本店の営業計画

（催事計画、イベント企画実行、

広告計画）などに携わっています。

齋藤　翔 氏
宮の森関口整骨院　院長　

柔道整復師　美容整骨師

※ミスユニバースジャパン

北海道大会公式ポージング

トレーナー

ご 予 約 受 付 中

講師紹介 講師紹介 講師紹介



あなたの就職・転職をサポートする

個別就職相談

千歳市総合福祉センター
306号室
千歳市東雲町2丁目34番地
※JR千歳駅 駅前広場出口から徒歩17分

千歳市総合福祉センター

イオン千歳 

JR千歳駅 

千歳中 

もりもと 

千歳ステーションプラザ 
千歳郵便局 

真光寺 
千歳市役所 

千歳第一病院 

千歳市総合 
福祉センター 

適職診断、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、キャリアプラン設計、
個人分析棚卸し、求人状況の解析など

個別就職相談

イオン千歳 イオン千歳 

JR千歳駅 

千歳ステーションプラザ 千歳ステーションプラザ 千歳ステーションプラザ 千歳ステーションプラザ 千歳ステーションプラザ 
千歳郵便局 千歳郵便局 千歳郵便局 

千歳市総合 

適職診断、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、キャリアプラン設計、
個人分析棚卸し、求人状況の解析など
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1日10名
限定

(要事前予約 )

※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。

※いずれも開催時間は
　10:00～ 16:00　
※1名様あたり約30分です。

予約
受付中

面接対策、離職率改善など、企業をサポートします。

希望者には無料で適職診断と
ストレスチェックを実施。

現役リポーターが伝える企業訪問イベント
【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）
【講師】青山 夕香 氏　【参加企業】各20社予定 

【時間】10:00～16:00　【講師】青山 夕香 氏 　 

【時間】17:30～19:00
【講師】青山 夕香 氏
【会場】千歳市総合福祉センター307号室   

【時間】17:30～19:00
【講師】青山 夕香 氏
【会場】千歳市総合福祉センター402号室   

採用担当者向け離職率防止セミナー  企業向け人間行動心理学  

色々なプロジェクトで
　　　　　　　マッチングを図ります。

求職中の方には… 適職診断 
無料で受けられるストレスチェックを実施。
その場でWebを利用して実施するので結果をすぐにフィードバック!
あなたの離職・労務リスクを診断し、働き方をアドバイスします。

在職中の方には… ストレスチェック 

10/31(水) 12/19(水)2018年 2018年

12/8(土) 1/26(土)2018年 2019年

【時間】10:00～16:00　【講師】青山夕香 氏
1/30(水)2019年

※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。

※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。 

ベント

色々なプロジェクトで
　　　　　　　マッチングを図ります

適職診断 ストレスチ ック

面接対策、離職率改善など、企業をサポートします。面接対策、離職率改善など、企業をサポートします。

希望者には無料で適職診断と希望者には無料で適職診断と
ストレスチェックを実施。ストレスチェックを実施。

【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）
【講師】青山 夕香 氏　【参加企業】各20社予定 

【時間】17:30～19:00
【講師】青山夕香氏
【会場】千歳市総合福祉センター307号室   

【時間【時間】】17:30～19:00
【講師】青山夕香氏
【会場】千歳市総合福祉センター402号室   

【時間【時間】】17:30～19:00
採用担当者向け離職率防止セミナー  

17:30～19:00
企企業向け人間行動心理学  

【時間【時間
【講師
【会場

【時間【時間
採用担当者向け離職率防止セミナー

す。

求職中の方には… 適職診断 在職中の方には… ストレスチェック
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【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）
12/8

【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）
(土) 1/261/26

【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）
1/26

【時間】いずれも11:00～15:00【会場】北ガス文化ホール（4階大会議室）
(土)2012018年 2019年2019年

現役リポーターが伝える企業訪問イベ

1/30(水)2019年 適職診断
※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。※雇用保険受給中の方は求職活動の実績として認められます。

プロのカウンセラーによる適職診断を実施。個性心理学によって
導き出されるタイプを元に秘められた才能と向いている職種を診断。
診断されたタイプをもとに会場内に設置されたブースへ誘導します。

プロのキャリアカウンセラーが就職・仕事のお悩みなど個別であなたのご相談に応じます。

託児サービス有 託児サービス有 
（要事前予約）（要事前予約）

企業向け人材確保・定着支援セミナー 

合同企業説明会 

職場見学バスツアー  

キャリアカウンセリングアドバイザー
キャリアプラットフォーム

「キャリぷら plus 北海道」運営代表
（北海道初の民間キャリアセンター）
㈱エス・イー・ジャパン代表取締役
※米国 CCEinc 認定 GCDF-japan
キャリアカウンセラー資格
※キャリアコンサルタント（国家資格）


