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※新型コロナウイルス感染拡大の状況によつては、イベントの開催を中止させていただく場合があ
'チ

ます。
ご来場前に必ず当該イベントの汗 ムベージにて開催の有無をご確認ください。

2023年 3月大学等(大学Ⅲ短大、大学院、専F日学校.高専)卒業者.一般求職者
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タイムテ中ブル露1回目 10:00～10:25

タイムテープル朗2回目 10:30～10:SS

タイムテープル制3回目 11:00～11:25

タイムテープル制4回目 11:30～11:SS
受付

第

一
部

タイムテープル制S回目 12:00～12:25

,イムテープル制6回目 12:30～ 12:55

フリ中タイム亀1     13:00～ 44,00

受付

第

二
部

フリータイム制 14:00～ 16:00

国::子三: |:::::|::i:
受付

第
三
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2022年 2月 1日より参|力口:霊付 F汗¬夕台F
説明会の参加にはお申込みが必要です。お牽込みはこちらから!レ レ
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当イベントは新型ヨロナウイルス感染の状況を踏まえ、感染:予 防と流行拡大防止のための対策を実施しております。学生の皆さまにも予めこ協力をお願い申し上げます。

韓 東 予 も の づ く り 三 市 連 携 推 進 協 議 会 (実施主体:新居浜市、西条市、四国中央市 )

攀 株式会社ハートネットワーク まちづくり事業局 地域経営課
新居浜市坂井巴J2‐3-17新居浜テレコムプラザ2F Tei 0897-32‐ 7777 図 machizukuri@heartnetwork,p
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※記載企業名|よ五十音順です。また、記載の企業Iよ 当日急逓変更になることがあります。こ了承くださし引。

(株 )アイシーシー [1着 報通信業 ]/(株 )アイデム四国 [人材サービス業 (広告夕某体発行・WEB求人サイト運営・人材紹介・ホームペー

ジ構築等)]/一宮運輸 (株 )〔 物流業、製造業 (化学系)]/(株 )一宮工務店 [総合工事業 (建築・土木・プラントエンジエアリング)]

(有)SPC[化粧品製造3/(株 )大石工作所 [製造業]/(有 )片上工務店〔建設業]/(株 )ク ック・チャム四国 [食品製造・販売]/(株 )

グッド・コム [販売 〕/(株)興新設計〔機械設計 ]/(福 )三恵会 [福祉サービス〕/四国竹林塗装工業 (株)[塗装工事業 〕/
住鉱物流 (株 )[港湾運送業 ]/住友化学 (株 )[化学 ]/住友林業クレスト(株 )新居浜工場〔製造業〕/セントケア四国(株)[福祉サー

ビス]イ (株 )中央動力 [発電用ボイラーやタービンなどの総合メンテナンス]/東予信用金庫 [金融業 ]/トヨタと&F西四国(株 )〔 小

売・卸売 ]/(有 )永井商會 [携帯販売 ]/登尾鉄工 (株 )〔 製造業 (大型建築鉄骨製造)]/(株 )ノ ―ヽトネットワーク〔放送・通信 〕

丸重商事 (株)[非鉄金属精錬業 〕/森実運輸 (株 )〔 運輸サービス業 ]/(株 )よしだ [建設業 (リ フォーム)〕

浅川造船 (株 )[造船 ]/(株 )ア ドバンテック[製造業 ]/安藤工業 (株 )[建設業 ]/愛媛綜合警備保障 (株 )[警備業 〕/愛媛バス(株 )

[貸切パス・旅行業 〕′
′

(株)MCT西条 [製造業 ]/(株)大亀製作所 [銑鉄鋳物製造業 〕/(福 )亀天会 [社会福祉事業 (高齢者・

保育サービス)〕 /(株 )きもの潮見 [きもの小売、販売 ]/(株 )建将 [総合建設業〕/(株 )ジェイコム[高齢者介護事業 ]/四国段ボー

)レ (株)[製造業 〕/周桑農業協同組合 [農業協同組合 〕/(福 )聖風会 〔福祉サービス (高齢者介護、障がい者支援、障がい者

就労支援)]/(株 )大屋 [小売業 〕/大屋不動産 (株)[不動産 ]/(株 )田窪工業所 [金属製品製造業 ]/にくぶき (株)[飲食業 〕

藤岡建設 (株 )[建設業 〕/(株)藤 田製作所 〔銑鉄鋳物製造業 ]ン フジワラ化学 (株 )[製造業 ]/宮田鉄工 (株 )[製造業 (鉄工)]/(株 )

山全 〔総合建設業 ].′ (株)菱進テック [製造業 ]/ロッキー産業 (株)[パチンコ店・温泉施設の運営 〕

AIPA(株 )[製造業 〕/アイム (株)[製造業 ]/石川ヘルスケアグループ [医療・介護・福祉サービス〕/石崎商事 (株)[紙
関係卸売業 ]/イ トマン (株 )〔 衛生用紙製造業 ]/井原工業 (株)[総合建設業 ]/岡 田電機 (株)[制御盤設計・製作 ]/カミ

商事 (株)[商社 (紙・パルプ)〕 /川之江信用金庫 [金融業 ]/イ )|1之 江造機 (株)[製紙機械製造業 〕イ (株)光和電機〔電気

設備工事業 〕/ジヤステイン (株 )[製造業 ]/シンワ (株)[不織布製造販売業〕/大王海運 (株 )〔 海運業〕/大王海運物流 (株 )

[港湾運送業 ]/大王製紙 (株)[製造業 (紙・パルプ)]/ンダィォ_ロジスティクス (株)[道路貨物運送業 ]/大黒工業 (株)[包

装資材・雑貨品製造販売業 ]/(株 )大昌鉄工所 [生産用機械器具製造業 ]/(株 )トーヨ[製紙業 ]/尾藤建設 (株)[建設業 〕

福助工業 (株)[メーカー (パッケージ、こ「刷など)]/(株 )富士EF刷 〔印刷・製造業 ]/三木特種製紙 (株)[特殊紙の製造販

売〕/やまとE日刷 (株)〔 E日 刷 〕

新
居
浜

西
　
条

四
国
中
央

第三部 (1400～ 1600)のセミナー内容
セミナー0

テーマ テーマ

ゴールデンウィークまでに

内定確定を目指すあなたヘ

～自分に合つた企業と出会う方法～

(内 容 )

0自 分に合つた企業の見つけ方

●納得しヽく就職活動を行うためのポイント

●明日から使えるシューカツの技

(講演者)寵肇傘露a窪孫品肇電戸
―

3月 末は、就職活動を行う学生にとつては、すでに周りで内定

が出はじめる時期であり、企業の選考もピークの時期に差し

掛かります。少しずつ焦り始めた学生もいれば、志望企業の

採用活動がこれから本格的にスタートするという学生の2パ

ターンが考えられます。そのいずれの学生にとっても、「今の時

期に聞いておいても損はない」と思つてもらえるキーワートを

テーマに盛り込んでいます。30分 という短い時間となります

が、参加した学生が、「明日から実践できることJを一つでも多

く見つけて行動に変えられるきっかけを提供します。

第―印象を目的に変える印象アップセミナー

(内 容 )

0就活でも使える印象アップのポイント

●外見でも違いが出る第一印象の上げ方

0ワ ンポイントヘアメイクアドバイス

(請演者)鷲r」1輻縫罫渉
n

就活を控えている学生にとって、第一印象の大切さを伝える場になればと思

います。第一印象が上がれば、それだけで社会において他の方よりも差がつ

けられるものだと考えます。誰でも簡単に、意識一つで変えることができる弟

―印象のポイントをまとめてお伝えします。今日から使える内容でわかりやす

くお伝えできればと思います。

「ここでしか聞けない!地方創生戦国時代に

求められる『突破力』とは?」

(講演者)西条市ンティプロモ…ション推進課

株式会社ハートネットワークまちづくり事業局 地域経営課
新居浜市坂井ロチ23‐ 17斯居浜テレコムプラザDF T010897 32 7777 図 machizukurЮ heartnetwork,p

東予ものづくり三市連携推進協議会
(実施主体:新居浜市、西条市、四国中央市)

セミナー0
テーマ

愛 鰯


