
『茅ヶ崎市ふるさとハローワーク』 特集

ふるさとハローワークとは？

ハローワークの機能を縮小した施設です。ハローワークが設置されていな
い市町村に置かれています。
県内では茅ヶ崎市、伊勢原市、秦野市の３施設があります。

ハローワークとふるさとハローワークの違いとは？

ふるさとハローワークでは、職業相談や職業紹介を専門に行っています。
職業訓練校や雇用保険の手続きなどは 『ハローワーク藤沢』 へ。

そうだ。仕事しよう。

Koyoはたら 新聞
Good job Information !
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茅ヶ崎市経済部雇用労働課

年3回発行（6月・10月・1月）



利用者登録 へまずは受付 へ01

受付でやりたいことを伝えましょう！
その人に合った案内をしてくれます！

02

求職申込書に記入して、利
用者登録します。

窓口の職員の方に希望を伝
えたり、今までの経歴など
色々しゃべりながら登録し
ました！

03 パソコン検索 へ

☝学歴や経歴記入欄があるので、
履歴書を持って行きましょう！

検索方法が分からない時は、職員が教えてくれます。
相談窓口では、自分に合った仕事も検索してもらえます。

ハローワーク藤沢と同じ情報が見られるパソコ
ン端末が８台設置されています。

子育てが一段落した40代主婦
少しずつ働き始めたいと思っている

☝スマホや自宅のパソコンからでも、『ハローワークイ
ンターネットサービス』で同じ検索ができるそうです！

パソコンで仕事を検索するだけなら登録しなくてもＯＫ。
ただし、登録者だけが閲覧できる企業情報があるので、
最初に登録するのがおススメ！

窓口の職員の方に希望
を伝えたり、今までの経
歴など色々しゃべりな
がら登録しました！

私の希望条件は、全部検索条件で設定できました！
託児所の有無まで設定できるのがスゴイ！

初めてでも、利用方法（図説で分かりやすい）どおりにやれ

ば簡単！⇒希望条件に合う求人が４件ヒットしました！

【 私の希望はコレ！ 】

●勤務地：茅ヶ崎市内（自宅から車で10分以内）
●勤務日数：週3～4回
●休日：土日祝日は必ず休みたい！
●勤務時間：1日5時間程度（16時くらいまでには家に着きたい）
●就業形態：パート勤務希望
●希望職種：未経験可の製造、販売か事務職
（事務職は経験があるが、辞めてから長期間経っている）
●その他：子どもを預けてそのまま行きたいので

車通勤できると嬉しい！！



04 就職相談窓口 へ

見つけた求人が、未経験でも大丈夫か不安になったので、就職相
談窓口で聞いてみました。

＜相談例＞
・どうやって仕事を探せばいいのか分からない
・家庭の事情があるけど、仕事があるのか
・パソコンが苦手で検索できないけど、仕事を探してほしい
・・・などなど。

05 窓口で 紹介！

希望する求人を見つけたら求人票を持って窓口へ。

内容をしっかり確認した後、職員の方が企業に連絡し、無事

面接の予約ができました。

 

茅ヶ崎市ふるさとハローワークよりご案内

利用者登録した情報と比べて、『希望と違う条件だけど大
丈夫？』など一緒に確認してくれるので、安心！

⇒未経験でもＯＫでした！
色々なアドバイスもしてもらえるので、疑問に思うことがあっ
たら躊躇せずに聞いてみましょう！

コレが求人票！

選考方法に「面接１回」と応募書類等は「ハ
ローワーク紹介状、履歴書」「面接日に持参」
と記載あり。

【 感想 】

かなりスムーズに面接予約ができました。
今回、条件を盛り込みすぎ？と思いましたが、この条件でも探せること、事業所内
託児所まで条件に入れて検索できることに驚きです！市内でも自分の希望の仕
事は探せます！！

まずは履歴書を持って 『茅ヶ崎市ふるさとハローワーク』へ行ってみよう！

紙の求人情報あり！

待ち時間少なく
スムーズ！

広くて安心な
待合スペース！

勤労市民会館2階
茅ケ崎駅から徒歩5分

茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚の求人情報

お仕事をお探しの方は ぜひお越しください！

🕒 平日9:00～16:30 ☎ 0467（86）0562（直通）



勤労市民会館の講座
受講料無料で就職活動に役立つ講座が目白押し！

職業人生が長くなった今、働き方・雇用延長・生き方などラ
イフプランを設計する要素をしっかりと学びます。

時代の変化に備えてリ・スタート

50・60代男性の自分に合う働き方発見講座

🕐 ２月４日（土）10:00～12:00

自分を知るための自己分析の方法を学びます。就活中、
転職を考えている方にオススメです。

自分らしさを活かして働きたい人のために

自分で自分を知ろう 自己分析講座

🕐 ２月７日（火）18:00～19:30

実際に起業した女性同士の座談会を通じて、ヒントを学
びます。

起業を目指す女性の方へ
女性起業家座談会～私が目指したものは～

🕐 ２月７日（火）10:00～12:00

働くことを目指す女性はライフステージにより多様な状況が
ありますが、今の自分を見つめなおしてキャリア形成します。

ブランクのあった女性の方へ

女性のためのお仕事 リ・スタート

🕐 ２月１１日（土）10:00～12:00

就活を始める方へ！

就職活動必須4科目講座

🕐 毎月第2・第4火曜日
1. 10:00～11:00 自己理解（カードワークで “強み” を確認・自覚）
2. 11:15～12:15 仕事の探し方（業界・会社・職種の理解、検索手段）
3. 13:15～14:15 応募書類の書き方（履歴書、職務経歴書、自己PR）
4. 14:30～15:30 面接の受け方（講義と実践）

早期の就職を目指して、就職活動に必要な4つの基本を学ぶ講座です。
1科目3人の少人数制指導で、1科目だけでも受講できます。

詳細はHPへ！

まずは

コチラから！実践的！ 少人数指導！ 採用への近道！

対面式 オンライン

対面式 対面式

対面式

就職前に知らないと損をする

カードワークで自身の強みを発見
「自分の強み」を知ることは就活中だけでなく、就労後の
キャリア形成にも役に立ちます。

🕐 ２月１２日（日）13:30～15:00

対面式

大きな変化が起きている時代の

人材確保のための中小企業魅力度アップ
新入社員の雇用や、ベテラン社員の確保に悩みを抱えて
いる会社の担当者の方向けの講座です。

🕐 ２月１６日（木）18:00～19:30

対面式

ここから始める「働く自分」の輝かせ方

幸せな仕事・人生をつくるキャリアデザイン
自己理解と仕事理解を深めて、自分の価値観や働く意
義を理解することで職業生活設計などを考えます。

🕐 ２月１８日（土）10:00～12:00

対面式

自身を持って転職活動に取り組むための第１歩

転職の準備と基礎知識 講座
転職に必要な準備や、労働条件を理解するための基礎
知識を学びます。

🕐 ２月２１日（火）18:00～19:30



CANVAは、無料のグラフィックデザインツールです。スマホを
お仕事で活用するための実践的な技術を学びます。

SNS有効活用実践編

CANVAでリッチメニューを作成

🕐 ２月２４日（金）13:00～15:00

「面接の受け方」について拡大版で開催します。就活に本
気モードで取り組む方にオススメです。

【拡大版】 就職必須４科目講座/面接の受け方

面接で自分をしっかり伝えよう

🕐 ２月２５日（土）10:00～12:00

【お問合せ・お申込先】 茅ヶ崎市勤労市民会館

☎ 0467（88）1331

勤労市民会館HPからWEB申込もできます。

💻 https://www.chigasaki-kinro.jp ⇒

オンライン 対面式

対面式

今の時代こそ、改めて考えてみる

ワークライフバランス視点のライフキャリア講座

社会変化に応じて、やりがい・充実感・満足感を持って働く
こと、暮らすことを大切に考えてみましょう。

🕐 ２月２８日（火）18:00～19:30

オンライン

SNS有効活用実践編

CANVAでインスタテンプレートを作成
告知力や評価の効果が高いインスタグラムを利用している
個人事業主の方、CANVAの活用方法を学びませんか。

🕐 ３月２日（木）13:00～15:00

対面式

本当の自分を設計してみる

自分らしいキャリアデザイン講座

自分らしく働くために必要なのは、一人ひとり違う自分軸を
持つことと、それを社会に適応させることです。

🕐 ３月２日（木）18:00～19:30

対面式

組織や仕事の内容を知り

職場で活かすコミュニケーション術を学ぶ
ビジネスにおける基本であるコミュニケーション能力を向上さ
せ、業務遂行能力を高める技術を学びます。

🕐 ３月４日（土）10:00～12:00

対面式

本当の自分を発揮するために

自分の「強み」発見講座

就活では、会社に貢献するために「何ができるか？」「何が
得意か？」を説明することがとても重要です。

🕐 ３月７日（火）18:00～19:30

対面式

こんな時だからこそ自分を強くする

心の整え方を見つけよう！
労働環境などの急激な変化で危機的状況を抱えている
方、対処法や解消法を学んで心身を楽にしませんか。

🕐 ３月１８日（土）10:00～12:00

対面式

自分を見つめなおし、理解することで
就職や就労継続が困難な方が適職を見つけて長く働
く方法

「できない」や「続かない」の原因を探り、自分本来の力を発
揮しましょう。

🕐 ３月２６日（日）10:00～12:00

オンライン

リモートワークをより円滑に

オンラインでお仕事コミュニケーション術

リモートワークに慣れていないあなた。相手とのコミュニケー
ションの取り方に悩んでいませんか。

🕐 ３月中旬頃（日時未定）

オンライン

親子で一緒に

親子で楽しむオンライン

親子で楽しみながらオンラインについて学ぶことができる講座
を予定しています。（詳細は未定）

🕐 3月下旬頃（日時未定）

定員に達する講座も増えています。
お申込みはお早めに！



お知らせ

詳細はHPをチェック！

加入者特典

加入人数 1～9人まで

２ヶ月分会費無料！
加入人数 10人以上で

４ヶ月分会費無料！しおかぜ湘南

お問い合わせ・資料請求等は👉 ☎ 0466-50-3900

ワンコインで充実の福利厚生

“しおかぜ湘南” は 中小企業・個人事業主の

ための福利厚生サービスです。

宿泊補助、健康診断補助、アミューズメント

施設等割引 など盛りだくさん！

今年度 最後の開催です。ぜひ、ご来場ください！

入退場自由

参加費無料

履歴書不要

◆２月２２日(水) 第３回 全業種・全職種

【場所】茅ヶ崎市勤労市民会館６階 Ａ研修室

【時間】10:00 ～ 12:00

説明会日程

事業者対象 求職者対象

しっかり企業の担当者と話せます♪

ちがさき合同企業説明会

詳細はこちら☞

今が加入のチャンスです！

利率が下がって、さらに利用しやすくなりました！

茅ヶ崎市勤労者生活資金融資制度

詳細はHPをチェック！

勤労者の生活の充実と安定のための融資制度です

■ 市内に居住する勤労者、または市内の事業所に勤務している方
■ 市内に居住し、労働者を使用しないで事業を行う小規模事業者

対象者

■教育に要する費用 １．７％ ⇒ １．０％
■家屋の増改築等に要する費用 １．４％ ⇒ １．０％
■育児・介護休業の期間中の生活に要する費用 １．０％
■自動車に要する費用 ２．０％ ⇒ １．０％
■その他 ２．０％

融資利率

令和４年１０月1日
から

最大１．０％引下げ！

融資には条件・審査があります。
詳細のお問い合わせは中央労働金庫
茅ヶ崎支店（☎0467-87-8822）へ。

◆７月７日(木) 第１回 全業種・全職種（２４社参加）

◆１０月２６日(水) 第２回 全業種・全職種（２４社参加）

今年度の開催実績


