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1/20

高岡市本町 3-9 塩谷ビル 1F

あいの風とやま鉄道
「高岡駅」より徒歩20分
あいの風とやま鉄道
「高岡駅」より徒歩20分

万葉線「坂下町駅」より
徒歩3分
万葉線「坂下町駅」より
徒歩3分

access

都合により会場が変更になる場合もあります。参加企業五十音順

2019.

1/19富山会場 高岡会場

13:30-15:30 （受付 13:15~）
富山市牛島町 9-28 オーバード・ホール2F

キューズカフェ ヴェントゥーノ  アッラ  タイキ

富山駅北口正面から
徒歩２分
富山駅北口正面から
徒歩２分

access

 参加企業  参加企業
・（株）CKサンエツ
・立山科学グループ
・日東メディック（株）

・（株）スギノマシン
・（株）富山銀行
・ （株）プレステージ・インターナショナル
  富山 BPOタウン

・キタムラ機械（株）
・（株）北陸銀行
・北陸コンピュータ・サービス（株）

・シロウマサイエンス（株）
・北陸コカ・コーラボトリング（株）
・（株）リッチェル

Q'z cafe 
オーバード・ホール
Q'z cafe 
オーバード・ホール

ローソンローソン セブン
イレブン
セブン
イレブン

北陸電力
本店

マリエ
富山

牛島公園

富山駅

北口

土

13:30-15:30 （受付 13:15~）

日

周辺の駐車場には限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
また、駐車料金は各自ご負担ください。

周辺の駐車場には限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
また、駐車料金は各自ご負担ください。

お子様の県内就職のためには、保護者の方のサポートが重
要です。富山県では、就活生の“母”を対象に、就活中のお子
様との関わり方や今どきの就活事情を学んだり、県内企業
で働く女性社員に「就活のコツ」や「富山で働く魅力」などを
質問・相談できるイベントを開催します。
会場はおしゃれなカフェ。ケーキやお茶を楽しみながら、お
気軽にご参加いただけます。参加費は無料！是非ご参加頂
き、お子様の就活サポートへ活かして頂けたらと思います。

各会場40名
先着順・要予約

富山県出身の
大学生等のお母様

参加費
無　料

対象

先着順・要予約先着順・要予約 大学生等のお母様大学生等のお母様

定員

当日のプログラム

第１部「就活中の子どもとのコミュニケーション」セミナー
第2部 県内企業で働く女性社員とのカフェ座談会

就活中の子どもとの
コミュニケーション

株式会社HUGRES 代表取締役

Seminar

大手人材会社で約20年、再就職支援や雇用創出にかか
る事業設計や企画提案等に従事。2015年2月に株式会
社HUGRES（ハグリス）を設立。企業や自治体、学校な
ど幅広い領域における人材育成や採用支援、コンサ
ルティングを中心として活躍。自身もふたりの子ど
もを持ちながら働き、就活生を持つ母を経験。
 

ミ ケ ション

セミナー

内田ひとみ
国家資格キャリアコンサルタント
2級キャリアコンサルティング技能士　 産業カウンセラー

156

247

Ventuno 
alla taiki
Ventuno 
alla taiki

高岡大仏

高岡古城公園

高岡駅

大和
高岡店

ホテルα-1

坂下
町駅

お子様の県内就職のためには、保護者の方のサポートが重お子様の県内就職のためには、保護者の方のサポートが重
要です。富山県では、就活生の“母”を対象に、就活中のお子要です。富山県では、就活生の“母”を対象に、就活中のお子
様との関わり方や今どきの就活事情を学んだり、県内企業様との関わり方や今どきの就活事情を学んだり、県内企業 就活中の子どどもとの

Seminarセミナーセミナー

Q'z cafe オーバード・ホール Ventuno alla taiki 

子どもの県内就職のために何をすればいい？就活生の”母”大集合！！

講師

0120-108-250 https://uturn.pref.toyama.lg.jp/HP

https://www.facebook.com/toyama.uij.turn
月～土曜日 10:00～18:30 休 日・祝日、年末年始

お申し込み・お問い合わせ先

富山くらし・しごと支援センター大手町オフィス

お申し込みフォーム

以下の申し込みフォームにてお申し込みください。

ご記入いただいた個人情報は、委託元（富山県）へ
提供し、個人を特定できない形式による統計データの
作成・分析・公表に使用します。 また、後日富山県よ
り就職活動に関するアンケートをお願いする予定です。

 https://s.cnz.jp/sv/kugx/y6SadTtm

【主催】富山県  【受託運営】株式会社パソナ

電話からも申し込み
いただけます！



シロウマ
サイエンス

高口 香織さん
富山で豊かに暮らしながら、「ものづくり県」
富山で、オンリーワンの技術を持った企業
で一緒に輝いてみませんか？　

人材開発室

高岡会場 ※（株）省略　※企業名 五十音順

https://s.cnz.jp/sv/
kugx/rCTYJC8f

9:45～12:15（受付9:30～）

東京・名古屋・京都会場にて2つの就活イベントが同時開催！！ぜひお子様にお勧めください。

参加社員のご紹介

東  京  2/2
2019. コンべンションルーム AP新橋

名古屋  2/9
2019. 名古屋国際センター

京  都  2/10
2019. 京都烏丸コンベンションホール

※「元気とやま！就職セミナー」と「富山へUターン！キャリアフォーラム」の会場は同一ビル内
ですが、部屋は異なりますのでチラシ等でご確認ください。

元気とやま！
就職セミナー

富山へUターン！
キャリアフォーラム

Event 1. Event 2.

https://s.cnz.jp/sv/
kugx/FavnRFAz

お申し込みは
コチラから

13:20～17:10（受付13:00～）
お申し込みは
コチラから

東京都港区新橋1-12-9
A-PLACE新橋駅前

愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47-1
名古屋国際センタービル

京都府 京都市中京区 烏丸通六角下る
七観音町634日

土

土

おすすめ就活イベント

富山会場 ※（株）省略　※企業名 五十音順

北陸銀行

永井 茜さん
富山県は本当に住みよい環境が整っている
と思います。「働く自分」をイメージして富山
の良さを今一度振り返ってみてください！！

経営管理部

スギノマシン

稲田 沙織さん
世界を相手にビジネスを展開する企業も多
いので、富山県に住みながらグローバルな
活躍もできますよ！

総務・人事グループ

日東メディック

高橋 朋香さん
「働きやすさ」と「暮らしやすさ」のバランス
がとれているこの富山県で一緒に働きませ
んか？富山県を盛り上げていきましょう！

総務部 人事課

北陸コンピュータ・
サービス

今井 友紀さん
困ったときや話したいときに地元の家族や友
人が近くに居るということはとても心強いで
す。富山で仕事も生活も充実させませんか？

人事部

CKサンエツ

加藤 里菜さん
富山は、豊かな自然、美味しい食べ物、そ
して心温かいヒトで溢れています。未来の
富山県を一緒に盛り上げていきましょう！

サンエツ金属 管理統括部 

キタムラ機械

青嶋 景子さん
富山にはものづくり企業がたくさんあり、
文系理系問わず活躍できます。皆さんも地元
富山で活躍の場を見つけてみませんか？

業務部 総務課

富山銀行

梅澤 小巻さん
富山県は幸福度ランキングで常に上位の県
です。また、水がおいしいのでごはんもお
いしく、元気が出る良いところですよ。

営業統括部

國分 郁代さん

北陸コカ・コーラ
ボトリング

富山は1世帯当たり実収入が多く、一般的
に豊かな暮らしができている県だそうです。
皆さん、ぜひ富山で働きませんか？

総務人事部   総務購買グループ

リッチェル

夏住 美月さん
結婚・出産・子育てにも目を向けてみてく
ださい。富山は育休や子育て支援に充実し
た環境も魅力的です！

ベビー用品企画課

立山科学グループ

篠原 おりえさん
海も山も近く自然豊かで、食べ物も美味し
い富山。働く環境や住み心地の良さ、人の
温かさはどこにも負けないと思います！

総務部

弊社はカフェやジム、寮や託児所を設け、
社員の夢や理想の実現を応援しています。
暮らしやすい富山でお待ちしています！

プレステージ・
インターナショナル
富山BPOタウン

山下 鮎美さん
人事部

座談会に参加する女性社員から「お子様へのメッセージ」をいただきました


