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55 歳以上の方対象

2021
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【主催】公益財団法人 東京しごと財団　【共催】あきる野市　【運営】東京都しごとセンター事業 受託事業者 パーソルテンプスタッフ株式会社

【個人情報の取扱いについて】お申込み時にご提供いただいた個人情報は、シニア就業支援キャラバン事務局において、受付、緊急時の連絡、状況調査にのみ使用し、その他の目的には使用しません。

シニア就業支援キャラバン事務局
受付:（月～金）9:00 ～ 18:00 ※土曜、日曜、祝日は休業

お
問
合
せ
先

TEL:03-5212-2636
シニアお仕事フェア

senior-caravan.com

12:00-14:00（受付 11:20-11:50/ 定員20名）
13:00-15:00（受付 12:20-12:50/ 定員20名）
14:00-16:00（受付 13:20-13:50/ 定員20名）
15:00-17:00（受付 14:20-14:50/ 定員20名）

■しごとの相談
お金の相談就職相談 ハローワーク /東京しごとセンターシニアコーナー ファイナンシャルプランナーに年金や保険、

これからのお金にまつわることを相談できます。

※各時間帯とも前半 1時間就業支援セミナー等、後半 1時間面接･相談会

「完全予約制」「完全入替制」

お電話でご予約をお願いします。 

03-5212-2636

で実施いたします。

イベントは、災害等やむを得ない事情によって、中止や延期になることがあります。
開催・運営についての最新情報はホームページでご確認ください。

※HP閲覧環境がない方はお電話でお問合せください。

受付:（月～金）9:00 ～ 18:00 ※土曜、日曜、祝日は休業

※先着順定員になり次第締め切らせて頂きます。

密接･密集を防ぐため

2021 年 7月 6日（火）
あきる野市 /あきる野ルピア

2021 年 9月 30 日（木）
町田市 /レンブラントホテル東京町田

2021 年 11 月 1日（月）
練馬区 /Coconeri ホール

2021 年 12 月 9日（木）
東久留米市 /東久留米市立生涯学習センター（まろにえホール）

2022 年 1月 26 日（水）
福生市 /福生市民会館

2022 年 2月
江戸川区 /日時･会場調整中

2021 年 9月 16 日（木）
中野区 /中野セントラルパークカンファレンス

22021 年 10 月 21 日（木）
目黒区 /ホテル雅叙園東京

2021 年 11 月 25 日（木）
杉並区 /杉並公会堂

2021 年 12 月 22 日（水）
小平市 /ルネこだいら

2022 年 2月 7日（月）
世田谷区 /アレーナホール･サロン

2022 年 3月 14 日（月）
荒川区 /ホテルラングウッド

　「シニア就業支援キャラバン」では、新型コロナウイルス感染防止のため、次のとおり取り組んでいます。
　皆さまの安全を考慮した対応ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。

■当イベントは、会場内での密集・密接を防ぐため、【完全予約制】及び【完全入替制】となっております。
■ご参加の際は、次のご協力をお願いします。
・手洗い・入場時（再入場時含む）、受付及び会場内でのアルコール消毒液による手指消毒、消毒マットによる靴裏消毒実施　
・マスクの着用　・咳エチケット（咳やくしゃみの際、マスク･ハンカチ等で口や鼻を押さえる。）　
・会場内での大声による会話のお控え　※マスク他、ご自身の持ち物についてはご自身でのお持ち帰りをお願いいたします。
■次の症状がある場合は、ご参加をお控えください。
・風邪の症状がある 　・37.5 度以上の熱がある　・倦怠感（強いだるさ）がある　・呼吸が困難である（苦しい）
■会場に入場される皆さまに対して、健康チェックを実施いたします
・入場される皆さま全員に非接触型赤外線温度計による検温の実施　※37.5 度以上の発熱が認められる場合は入場の自粛を依頼。

■会場内での参加者同士の間隔を空けるため、スタッフの誘導に沿った行動のご協力をお願いします。

参加無料 書類選考なし 服装自由

2021 年度シニアお仕事フェア開催スケジュール

2021 年 7月 6日（火）12:00-17:00
4 部制で実施します。必ず事前予約をお願いします。

日時

持ち物

スタッフも同様の
取組みをしています。

～コロナに負けない～
衛生グッズプレゼント！
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新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、安全･安心なイベント運営を行っています。

秋川秋川in

会場

ｱｸｾｽ

選考をご希望の方は履歴書（コピー可）をお持ちください。選考をご希望の方は履歴書（コピー可）をお持ちください。
中面の「利用申込書」を記入の上、お持ちください。中面の「利用申込書」を記入の上、お持ちください。

JR五日市線「秋川駅」北口徒歩3分JR五日市線「秋川駅」北口徒歩3分
4時間まで無料のルピア専用「タイムズあきる野もくせい駐車場」（77台）あり。
お車でもお越しいただけます。
3Fの総合受付窓口にて駐車券の無料処理を行います。

4時間まで無料のルピア専用「タイムズあきる野もくせい駐車場」（77台）あり。
お車でもお越しいただけます。
3Fの総合受付窓口にて駐車券の無料処理を行います。
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第一部　
第二部　
第三部　
第四部

■就活･就業のヒント満載のセミナー

大島 睦美氏

コロナに負けない シニア就労のポイント
コロナ禍でのシニアの労働市場を把握し、自身の経験や
スキルの棚卸をした上で、新しい職場で活かせる強みを
見出し、シニアに求められる役割や期待、ライフデザイン
等についてお伝えします。

キャリアコンサルタント講師
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中央
図書館あきる野ルピア

3Fルピアホール
産業情報研修室

7/6火
あきる野市あきる野市

1社最長 15分 /2 社程度面接可能

この場で専門家がアドバイス

書類選考なし /採用担当者と直接会える■10社 (予定) が参加する面接会

詳細な求人内容は開催の 2週間前(予定 )に HP に掲載します。

面接する企業の選び方から、面接会の利用方法など
何でも相談できる「案内コーナー」を設置しています。

ぜひ、「案内コーナー」をご利用ください！

3 つまとめて 1日で充実の内容！就業支援セミナー 企業合同面接会 しごとの相談

はじめての方もご安心地元の方の採用に積極的な企業、
あきる野市近郊の求人が集まります。

P
もくせい駐車場
4 時間まで無料
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中央 シルバーワーク中央
TEL:03-3551-9200

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 16:00
〒104-0032 中央区八丁堀 3-17-9  京華スクエア 1階 

品川 サポしながわ
TEL:03-5498-6357

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒141-0033 品川区西品川 1-28-3 中小企業センター 1階

港 みなと＊しごと 55
TEL:03-5232-0255

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒108-0014 港区芝 5-18-2 港勤労福祉会館別館 1階

大田 大田区いきいきしごとステーション
TEL:03-5713-3600

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒144-0051 大田区西蒲田 7-49-2 大田区社会福祉センター 7階

板橋 はつらつシニアいたばし
TEL:03-5943-1300

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6 板橋区情報処理センター 6階

葛飾 ワークスかつしか
TEL:03-3692-3181

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒124-0012 葛飾区立石 6-38-11 葛飾区シニア活動支援センター 1階

稲城 はつらつワーク稲城
TEL:042-379-1333

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒206-0802 稲城市東長沼 2112-1 稲城市地域振興プラザ 4階

新宿 新宿わく☆ワーク
TEL:03-5273-4510

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒160-0022 新宿区新宿 7-3-29 新宿ここ･から広場 しごと棟 5階

三鷹 わくわくサポート三鷹
TEL:0422-45-8645

利用時間 /月～土曜日（除く火曜日）9:00 ～ 17:00
〒181-0013 三鷹市下連雀 4-17-23 三鷹市市民協働センター 1階

府中 いきいきワーク府中
TEL:042-336-4871

利用時間 /月～金曜日 9:00 ～ 17:00
〒183-0055 府中市府中町 2-25-1 中央文化センター 5階

立川 立川商工会議所無料職業紹介所
TEL:042-522-4611

利用時間 /月～金曜日 10:00 ～ 16:00
〒190-0012 立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川 1階

都内 11か所の地域に設置されている、概ね 55歳以上を対象とした無料職業紹介所です。
地域に密着した求人を取りそろえ、シニアの「働きたい」気持ちをサポートしています。

あなたの身近にある
仕事探しの窓口はコチラ !

　　

都内での雇用・就業を支援するために、東京都が設置した
「しごとに関するワンストップサービスセンター」です。

東京しごとセンター シニアコーナー
TEL:03-5211-2335

利用時間 /平日 9:00 ～ 20:00 土曜 9:00 ～ 17:00
（日曜・祝日・年末年始は休業）

〒102-0072 千代田区飯田橋 3-10-3　東京しごとセンター 1階

東京しごとセンター多摩
TEL:042-329-4510

利用時間 /平日 9:00 ～ 20:00 土曜 9:00 ～ 17:00
（日曜・祝日・年末年始は休業）

〒185-0021 国分寺市南町 3-22-10 東京都労働相談情報センター国分寺事務所 2階

TEL:0428-24-8609 利用時間 /月～金曜日 8:30 ～ 17:15 〒198-0042 青梅市東青梅 3-12-16

ハローワーク青梅 西多摩地区を含め全国の求人募集を確認いただけます。
ハローワークは各地域に開設されています。

フェアのあとの継続した就職活動のために

公的就業支援機関のご案内無料で利用できる

区市の機関

東京都の機関

国の機関

支援機関は複数並行してご利用いただけます。利用方法等、詳細は各機関にお問合せください。

1.ご提供いただいた個人情報は、公益財団法人東京しごと財団より本イベントを受託したパーソルテンプスタッフ株式
  会社 シニア就業支援キャラバン事業事務局が、公益財団法人東京しごと財団の個人情報保護基本方針に準じ、適切に
  管理保管いたします。
2.ご提供いただいた個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
  (1)本イベントの適切な運営、業務遂行のため
  (2)本イベントのセミナー・合同企業面接会での受付、職業紹介、運営管理の事務処理を行うため
  (3)本イベント参加時および参加後のアンケートの実施、集計、分析のため
  (4)本イベントに関する各種お問い合わせやご意見等への確認・回答のため
3.ご提供いただいた個人情報は、法令等により司法及び行政機関より申請がある場合、又はご利用者様の同意がある場
  合を除き、第三者に対する提供・開示はいたしません。


