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仕事と子育ての両立を考える
女性のためのセミナー＆就労相談

日時��6月20日（木）　
場所���甲賀市まちづくり活動センター「まるーむ」
セミナー

就労相談

「女性のキャリアとお金」セミナー
～ 扶養で働くって得なの？損なの？ ～
■�時間　10時〜 11時

■�定員　30人（予約優先、6月3日〜予約開始）
■出展企業・事業所一覧　46社�※甲賀市のみ�（申し込み順に掲載）

　専門カウンセラーによるお仕事相談および
ハローワーク相談員による職業相談・紹介
※相談例： 仕事の探し方、就職活動の進め方、

仕事と育児の両立、保育情報など

■�時間　11時〜13時（1人30分）

■�定員　4人（予約優先、6月3日〜予約開始）

求人数等詳細は、市ホームページ
または右記サイトまで

＊�マザーズ就労相談�＊
　結婚や出産、子育てによる離職後、再

就職を考えている方など「働きたい女性」

を対象に専門のカウンセラーによる託児

付き無料相談を順次開催します。

■�時間　各日10時〜15時（1人45分）

■�定員　各日先着4人

開催日程 場所 予約開始日

6月25日（火） 甲賀子育て支援センター 6月 3日（月）〜

7月 5日（金） 水口子育て支援センター 6月 5日（水）〜

7月16日（火） 甲賀子育て支援センター 6月17日（月）〜

9月 5日（木） 水口子育て支援センター 8月 5日（月）〜

9月17日（火） 甲賀子育て支援センター 8月19日（月）〜

＊無料託児あり
（対象：月齢６カ月以上～未就学児童）
※�必ず予約時に下記申込み先までお申し込みください。

 賀市商工労政課  女性活躍推進室  TEL：0748-69-2189

実施主体

 約先 滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前

TEL: 77-598-148 

※定員になり次第、終了します。申込方法 電話でお申し込みください。

託児 無料 （対象のお子様：月齢6ヵ月以上～未就学児童）

※カウンセリング 約時にお申し込みください。

（受付時間 ：平日9：00 ～16：00）
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に無料で相談できます。

 談時間

10:00～10:45  1名

11:00～11:45  1名

13:00～13:45  1名

14:00～14:45  1名4名4名4名4名
定員各日

専門のキャリアカウンセラー

・仕事と育児の両立

・仕事の探し方

・扶養枠内での働き方

・就職活動の進め方

・保育情報 など

相談例

開催日程

2019 年度

場所
開催時間

6月25日（火）

7月5日（金）

7月16日（火）

9月5日（木）

9月17日（火）

 賀子育て支援センター

水口子育て支援センター

 賀子育て支援センター

水口子育て支援センター

 賀子育て支援センター

10：00～14：45

10：00～14：45

10：00～14：45

10：00～14：45

10：00～14：45

6月3日（月）～

6月5日（水）～

6月17日（月）～

8月5日（月）～

8月19日（月）～

 約開始日

マザーズ

就労相談開催
マザーズ

就労相談開催
結婚や出産、子育て等により離職し再就職を考えている方、仕事と

子育ての両立に悩んでい
る方など、「働きたい女性

」を対象にカウン

セリングを開催します。カ
ウンセリングは予約制（先

着順）です。

無料

託児付き

商工労政課　女性活躍推進室　☎69-2189　Fax 63-4087問合せ
商工労政課 商工労政係
☎69-2188　
Fax 63-4087

問合せ
滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前　☎077-598-1480（受付時間／平日9時～16時）申込み

甲賀市�湖南市�合同ＪＯＢフェア開催�
　合同就職面接会　

自由
入退場

不要
予約

無料
参加

　日 時 ６月17日（月） 13時30分～16時� �
（�受付開始13時　受付終了15時30分）

　場 所 クサツエストピアホテル（草津市西大路町４-32）

　対 象 • �令和２年３月に大学（院）、短期大学、高等専門学校� �
等を卒業予定の学生（卒業後３年以内を含む）
• �若年求職者（おおむね40歳代前半まで）

　就職を希望される学生や若年求職者と採用を希望す

る市内企業・事業所との合同就職面接会を開催します。�

　出展企業・事業所の採用担当者や若手社員と直接お話

ができます。

企業・事業所名 募集職種
滋賀交通株式会社、
滋賀観光バス株式会社 企画、営業

株式会社辻正 総合職(施工管理・営業・事務）、建築施工管理
滋賀ハーネックス株式会社 製造
株式会社ニューリー・土山 技術職
椿本メイフラン株式会社 IT、営業、据え付け修理電気設計
株式会社滋賀測量設計事務所 測量土木設計の技術員
株式会社ジョーニシ 業務推進、製造技術職、生産管理、事務職
医療法人社団 仁生会 甲南病院 事務、医師事務
株式会社和気 滋賀工場 生産技術職
滋賀県製薬株式会社 医薬品の製造、医薬品の品質管理、医薬品の研究開発
株式会社国土地建 地質調査・測量・計測
滋賀ボルト株式会社 製造、検査
株式会社奥田工務店 
水口支店

施工管理・積算、総務・経理事務、営業、
建築・土木技術者

川崎三興化成株式会社 
関西事業部

ものづくりスタッフ、メンテナンスエンジニア、
フォークリフト作業員

株式会社イワキ 溶接加工・検査、機械加工、物流業務
ヤマデテクノ株式会社 技術職、業務職
水口センチュリーホテル株式会社 ホテルスタッフ
甲陽興産株式会社 フィールドセールス、インサイドセールス
株式会社エヌ・アイ・エヌ
コンサルタント 設計技術職、営業職、技術職

日本観光開発株式会社 総合職
株式会社関西技研 土木設計技術者

双葉建設株式会社 地質調査・測量の技術者、土木一式・
法面処理の技術者、土質試験技術者

住友電工ウインテック株式会社 製造技能職（焼付）、製造技能職（伸線）、設備保全

企業・事業所名 募集職種
松山産業株式会社 技術職
ホンダオート近江株式会社 営業
滋賀シミズ精工株式会社 総合技術職、一般事務職、出荷検査職
株式会社三東工業社 施工管理職
大宝柊木株式会社 一般建築の現場管理業務、土木の現場管理業務
ダイヤモンド滋賀 
株式会社ダイヤモンドソサエティ ホテルスタッフ運営職

株式会社駒月 製造技術職
東海精工株式会社 現業職経験後営業および検査職
株式会社山崎機械製作所
水口工場 製造スタッフ

ポラテック西日本株式会社 木材加工、物流管理業務、木材仕入業
デイリー信楽
カントリー倶楽部

フロント、レストランホールスタッフ、
コース管理、調理業務員

株式会社コーガアイソトープ 生産技術
株式会社フジサワ建設 建築施工管理
株式会社平田自工 
ホンダカーズ土山 営業、店舗事務、自動車整備士

株式会社桑原組甲賀支店 土木施工管理技術者、建築施工管理技術者
天馬株式会社滋賀工場 プラスチック製品製造、生産技術職
一般社団法人 水口病院 医療事務・一般事務
西川ローズ株式会社 甲南事業所 品質、開発技術部門職・設備保金・製造オペレーター
滋賀県自動車協同組合
甲賀自動車教習所 教習指導員

滋賀運送株式会社 営業・事務・セールスドライバー
滋賀テレコム株式会社 携帯電話販売員、ドコモショップスタッフ
上西産業株式会社 営業、一般事務、DTPオペレーター
株式会社コメリ 総合職

※その他湖南市出展企業・事業所20社

▼2020年卒はこちら ▼若年求職者はこちら

イベントページよりご確認ください
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