H30生涯現役促進地域連携事業
厚生労働省委託事業

【求人説明会】
ハローワーク新潟

介護関係求人説明会（２回程度開催予定）
介護・看護の就職応援セミナー（年２回程度開催予定）

【お問合せ】 ハローワーク新潟（人材確保支援コーナー） ☎025-280-8609（部門コード41＃）

【職場紹介】

福祉人材センター

求職登録をしていただいた方に、希望条件に合った福祉職場を紹介・あっせんします。

【お問合せ・お申込み】 新潟県社会福祉協議会（福祉人材センター） ☎025-281-5523

【就職面接会】

おおむね55歳以上限定！

ハローワーク新潟

11月10日（土） 介護就職デー（就職面接会） 13：30～15：30
11月19日（月） 高齢者向け

老人介護事業所求人面接会

新潟テクノスクール

９：30～11：30

ハローワーク新潟

【お問合せ・お申込み】 ハローワーク新潟（人材確保支援コーナー） ☎025-280-8609（部門コード41＃）

3. 会場出口で、詳細情報を提供しています。（チラシなど）
【生涯現役促進地域連携事業のご案内】

介護だけでなく、さまざまな内容でセミナーを実施しています。

知って得 する！

生 涯 現 役フォーラム

55歳以上限定！

これから開催のセミナー日程（開催決定分）
生涯現役セミナー

申込み開始日
ハイブ長岡

ライフプランセミナー 退職後の生活費 など

ファイナンシャルプランナー
酒井和美 氏

11月13日
（火） 13：30～16：00

募集中

11月20日
（火） ９：30～12：00

〃

燕三条地場産業振興センター これからの時代のキャリアデザイン

キャリアコンサルタント
加藤 誠 氏

11月20日
（火） 13：30～16：00

〃

燕三条地場産業振興センター 生涯現役でいるために いきいき美容教室

資生堂ジャパン

11月22日
（木） 13：30～16：00

〃

ハイブ長岡

これからの時代のキャリアデザイン

キャリアコンサルタント
加藤 誠 氏

12月３日
（月） 13：30～16：00

〃

ハイブ長岡

実践脳トレ講座 生涯いきいき人生へ

シニアライフアドバイザー
藤本 肇 氏

12月７日
（金） 13：30～16：00

〃

新潟ユニゾンプラザ

これからの時代のキャリアデザイン

キャリアコンサルタント
加藤 誠 氏

12月10日
（月） ９：30～13：00

〃

新潟日報メディアシップ

生涯現役でいるために こころとカラダの健康づくり

新潟県保健衛生センター

１月11日
（金） ９：30～13：00

11/30

サンラックおぢや

生涯現役でいるために こころとカラダの健康づくり

新潟県保健衛生センター

１月23日
（水） 13：30～16：00

1/8

新潟ユニゾンプラザ

ライフプランセミナー 退職後の生活費 など

ファイナンシャルプランナー
酒井和美 氏

１月24日
（木） ９：30～13：00

12/13

五泉市保健センター

生涯現役でいるために こころとカラダの健康づくり

新潟県保健衛生センター

２月14日
（木） 13：30～16：00

1/8

新潟ユニゾンプラザ

生涯現役でいるために いきいき健康講座（ストレッチ体操）

新潟医療福祉大学
西原康行 氏

と

き

と こ ろ

10月31日
（水）13:00～16:00
新潟ユニゾンプラザ

多目的ホール（新潟市中央区上所2-2-2）

（公社）
新潟県シルバー人材センター連合会／新潟県／新潟県生涯現役促進地域連携協議会

【お問合せ・お申込み】 新潟県シルバー人材センター連合会（生涯現役促進地域連携事業担当） ☎025-281-5553

シルバー人材センターでは、随時会員を募集しています。
お住まいの地域のシルバー人材センターへお気軽にお問合せください。

60歳以上の方

※このフォーラムへの参加は、ハローワークの雇用保険失業給付における「就職活動実績」となります。

１部

講演会

脳トレで広がる
セカンドライフの選択肢

介護・介護補助のしごと

２部

セミナー

～働く 学ぶ 教える つながる～

・始まっているシニアの活躍
・これから参加できる見学会、求人説明会・面接会

1. 始まっている シニアの活躍

『多様性を重視した職場づくり』
講

新潟県介護サービス事業者協議会理事
サニーウインググループ代表
株式会社 メディカル・エージェンシー・ジャパン 代表取締役
住宅型有料老人ホーム サニーウイング関屋 施設長

師

シニアライフアドバイザー
アクティブ・ブレイントレーナー

ふじもと

藤本

はじめ

肇

（一社）シニアライフ協会 常務理事／（一社）日本元気シニア総研 研究委員
アクティブ・ブレイン協会認定講師／認知症予防ゲームインストラクター
米国ＮＬＰ協会認定マスタープラクティショナー／認定ＭＢＯコーチ

企業の営業部門・営業教育部門での経験から、人間力育成教育に情熱を注ぐ。

日本青年会議所（ＪＣ）活動で、青少年の教育、中小企業後継者の育成に取り組み、退職後は、人間力養成
と組織の活性化教育を目的に起業。

現在は、
「記憶力が抜群によくなる絶対記憶メソッド」を核として、小学生、受験生、企業従業員、シニア
など幅広い層を対象にセミナーを展開中。

わたしも、
あなたも

脳トレで 若 返り !
実践 脳トレ講座

12月３日
（月） 13：30～16：00

〒950-0994

開講決定！

ハイブ長岡

新潟県シルバー人材センター連合会

新潟市中央区上所2-2-2

ハローワーク新潟

新潟ユニゾンプラザ２F

TEL 025-281-5553

氏

シニアの参加多数！

介護施設見学会（無料送迎バス運行）

11月26日（月） 特別養護老人ホーム

あしぬま荘（新潟市東区）

12月13日（木） 特別養護老人ホーム

白山やすらぎ（新潟市中央区）

３ 月12日（火） 特別養護老人ホーム

葵の園・新潟内野（新潟市西区）

ハローワーク新潟発着 集合12：55 解散16：00 （現地集合希望の場合は、ご相談ください。
）

ハローワーク新潟

職場見学会（現地集合型）

11月27日（火） 特別養護老人ホーム

有徳の家（新潟市西区）

【お問合せ・お申込み】 ハローワーク新潟（人材確保支援コーナー） ☎025-280-8609（部門コード41＃）
このほか、現地集合型の見学会を４回程度開催予定

【新潟県委託事業】

介護施設見学会（無料送迎バス運行）

新潟ユニゾンプラザ発着

お申込み・お問合せ【受付時間】平日 9:00～17:00
公益社団法人

【見学会】

12月20日（木） 小規模多機能型居宅介護施設

脳トレを実践してみたくなったら…？

敬

2. これから参加できる 見学会、求人説明会・面接会

福祉人材センター

セミナーのお知らせ
藤本氏による

皆川

氏

福祉人材センター

集合12：50

なじみの家きなせや内野（新潟市西区）

解散16：00 （現地集合希望の場合は、ご相談ください。）

介護施設見学会（現地集合）

11月 ８ 日（木） 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター

豊浦愛宕の園（新発田市）

11月27日（火） 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター

平成園（加茂市）

12月 ５ 日（水） 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター

シンパシー（阿賀野市）

12月13日（木） 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター

にいがた恵風園（新潟市江南区）

現地集合13：20

解散15：30

【お問合せ・お申込み】 新潟県社会福祉協議会（福祉人材センター） ☎025-281-5523

