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講座のご案内 

就職活動必須４科目講座 

時 間 講 座 名 

10:00 自己理解 

11:15 仕事の探し方 

13:15 応募書類の書き方 

14:30 面接の受け方 

 

【開催日】 
少人数指導 ２月１４日（火） 

２月２８日（火） 

お問い合わせは１階事務室まで ０４６７（８８）１３３１ 

１月１３日より、会館をご利用いただいている皆様から、日常の

管理運営に対するアンケートを一定期間実施させていただいており

ます。集計したご意見は分析・検討して必要に応じて業務に反映し

てまいります。また、いただいたご意見をすべて受け入れるのでは

なく、他の皆様とのバランス、費用対効果、市の方針などさまざま

な角度から検証した上で対応します。これによりさらに 

良好な利用者サービスにつなげていきます。 

令和４年度（２０２２年）も第４四半期になりま

す。合計２８講座を開講して２４０名（男性６０

名：女性１８０名）の多くの方に受講をいただき

ました。女性比率が７５％と高いため、年度末

に向けて女性限定の講座を手始めに、就職に

直結する内容の講座を展開します。 

２月～３月開催の講座の詳細は 
２面（裏）をご覧ください 

残り四半期に求職者のための講座を集中して開講！ 

 

茅ヶ崎市雇用労働課 

日時 ２月２２日（水） 
１０：００～１２：００ 

参加企業 
製造業・建設業 
保険業・保育 
医療福祉  など１３社 

場所 勤労市民会館 
（６階 A研修室） 

お問合せ  
℡０４６７（８２）１１１１(代) 

 

申込不要！ 
履歴書不要！ 
参加費無料！ 
入退場自由！ 

『ちがさき合同企業説明会』開催！ 

県央地域若者サポートステーション 

就労に困難を抱える若者への 
支援を考えるセミナー 

 
日時 ２月１５日（水） 

 １３：３０～１５：３０ 
 １５：３０～（１組３０分・要予約） 

場所 茅ヶ崎市勤労市民会館 

講師 (株)フェアスタート代表 永岡鉄平さん 

お問合せ ℡ ０４６（２９７）３０６７ 

 

参加費 
無料 

交通安全ポスター 

各種講座 形式 ２月 ３月 

通常講座 対面式 ５講座 ３講座 

夜間集中講座 対面式 ４講座 ２講座 

女性のための起業応援講座 オンライン ２講座 （２講座）予定 

就職活動必須４科目講座 対面式 ２回 ２回 

 
【申込方法】 

・１階事務室まで直接又は電話 
・当館ホームページからｗｅｂ申込 
※オンライン講座はｗｅｂ申込限定 
※就職活動必須４科目講座はｗｅｂ
申込不可 

【受付締め切り】 

各講座開催日の２日前 

【受付時間】 

１０：００～２１：００（休館日不可） 

『ちがさき・さむかわ 

こどもファンド放課後

児童クラブちがさＫＩＤＳ 

なくそう交通事故チーム』が制作した

交通安全ポスターが、１階事務室に届

けられました。さっそく１階エレベーター

ホールに掲示しました。 

第３回 
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日程 時間 タイトル 内容 講師 

２月 ４日（土） １０：００～１２：００ ５０・６０代男性の 
自分に合う働き方発見講座 

変化の時代こそ可能性を
拡げてリ・スタート  

花田 順一 
（キャリアコンサルタント） 

２月１１日（土） １０：００～１２：００ 女性のための 
お仕事リスタート講座 

ブランクがあった女性へ 
「リスタート」へ向けて準備 

小林 みのり 
（キャリアカウンセラー） 

２月１２日（日） １３：３０～１５：３０ 
知らないと損する 
カードワークで強みを発見 

仕事探しの傾向と対策／
自分編 

山岸 雅人（日本キャリア・

コンサルタント協会） 

２月１８日（土） １０：００～１２：００ 
幸せな仕事・人生をつくる 
キャリアデザイン 

ここから始める「働く自分」
の輝かせ方 

佐藤 美礼（日本キャリア・

コンサルタント協会） 

２月２５日（土） １０：００～１２：００ 
 
面接で自分をしっかり伝えよう 

『面接』 は就職活動の最終
段階です 

小林 みのり 
（キャリアカウンセラー） 

３月１１日（土） １０：００～１２：００ 
職場で活かす 
コミュニケーション術 

組織や仕事の内容を理解
して、職場を活性化する 

花田 順一 
（キャリアコンサルタント） 

３月１８日（土） １０：００～１２：００ 心の整え方を自分で見つけよう 
こんな時代、こんな状況 
だからこそ、自分を強くする 

田中 文子 
（キャリアカウンセラー） 

３月２６日（日） １０：００～１２：００ 就職や就労継続が困難な方へ 
障がいを抱える方が自分 
本来の力を発揮するために 

木津谷  岳（発達障がい者
専門キャリアカウンセラー） 

【対面式講座】  ★ 夜間集中講座 ★ 

日程 時間 タイトル 内容 講師 

２月 ７日（火） １８：００～１９：３０ ① 自己分析 
自分らしさを活かして働きた
い人のために 

花田 順一 
（キャリアコンサルタント） 

２月１６日（木） １８：００～１９：３０ ② 人材確保のための 
中小企業魅力度アップ 

事業主・人事担当者の方
向けセミナー 

２月２１日（火） １８：００～１９：３０ ③ 転職の準備と基礎知識 
自信を持って転職活動に
取組むための第一歩 

２月２８日（火） １８：００～１９：３０ 
④ ワークライフバランス視点の 
ライフキャリア 

今の時代だからこそ、改め
て考えてみる 

３月 ２日（木） １８：００～１９：３０ ⑤ 自分らしいキャリアデザイン 本当の自分を設計して働く 

３月 ７日（火） １８：００～１９：３０ ⑥ 自分の「強み」発見・発揮 本当の自分を発揮して働く 

【オンライン講座】  女性のための起業応援講座   茅ヶ崎市勤労市民会館✖＆ＭＡＭＡＣＯ   ZＯＯＭ  

日程 時間 タイトル 内容 講師 

２月 ７日（火） １０：００～１1：３０ ① 女性起業家支援座談会 起業って？相談＆座談会 
（一社）ＡＮＤＭＡＭＡＣＯ 

２月２８日（火） １０：００～１１：００ 
② インスタグラム！ 

 ＣＡＮＶＡでテンプレート作り 綺麗で見やすいインスタ映え 

 

『どうぶつ積み木
（北極／南極）』 

『お菓子の家』 

『南極観測船 宗谷』 

裂画『梅』（４階） 

裂画『雪あそび』 
（３階） 

寒い日が続いていますが、寒い中をご来館

くださいましてありがとうございます。もうすぐ節

分ですね。節分の食べ物は、地方によって違

うかもしれませんが、我が家では、恵方巻、大

豆、めざしを食べます。節分の縁起の良い食

べ物と言えば、恵方巻や大豆ですが、他にも

イワシ、コンニャク、そば、クジラ、けんちん汁も

縁起の良い食べ物だそうです。今年一年が良

い年になるように、節分の縁起の良い食べ物

を食べて邪気を払いましょう。暦の上では春を

迎えますが、まだまだ寒いですので、暖かくし

てご来館ください。「鬼は外！ 

福は内！」皆様が無病息災

でありますように心からお祈り

申し上げます。（KI） 
２７日（月） 

休館日 

男性限定  

女性限定  

【拡大版】就職活動必須４科目講座④ 

【対面式講座】 

『バレンタインデー』 

対面式受講される方は 
マスクの着用をお願いします 

受講費 
無料 

『ポップアップカード』 

『節分』 

２月・３月開催 就職支援講座 


