望まない仕事‥不安定な雇用‥
こんなはずじゃなかった‥。
いま、ここから、再スタートしませんか!?

各会場
30名（先着順）
参加費
無料！

湯浅誠 先生による

「自分らしく働きたい」
あなたの応援セミナー

主な対象者
●就活をしていて悩んでいる方
●非正規雇用から正社員就職
を考えている方
●また、その家族

講師

湯浅 誠 氏

-Makoto Yuasa-

社会活動家
センター特任教授
東京大学先端科学技術研究
ー・むすびえ理事長
全国こども食堂支援センタ

にいがた就職氷河期世代
活躍支援プラットフォーム活用事業

大学法学部卒。東京大学
1969年東京都生まれ。東京
士課 程単位取 得退学。
大学 院法学政 治学 研究 科博
に従事し、2009年から
1990年代よりホームレス支援
任。内閣官房社会的包
足掛け3年間内閣府参与に就
ィア連携 室長など 。政策
摂推 進室長、震災ボランテ
で、官民協働とともに 、
決定の現 場に携わったこと
に民 主主義の成熟が重
日本 社会を前に進めるため
で法政大学教授。
年ま
019
要と痛感する。2014〜2

こんなことで困っていませんか？
長くフリーターで仕事をしていたけど、
先が見えなくて不安・・・

派遣社員で仕事をしているけれど、年齢が上がるにつれて仕事の紹介が少なくなってきて・・・
就職していたが仕事や人間関係で体を壊して退職・・・次の職場が心配・・・
就活中の家族がいて何か悩んでいるようだけど、どうしたらいいんだろう・・・

上 越 -Joetsu-

長 岡 -Nagaoka会場

11/9㈫

14:00〜16:00
個別相談16:00〜
ながおか市民協働センター協働ルーム

2021

（長岡市大手通1-4-10アオーレ長岡西棟3階）

新 潟 -Niigata2021
会場

2021

11/10㈬ 14:00〜16:00
個別相談16:00〜

上越市教育プラザ大会議室

会場 （上越市下門前1770番地）

＼新潟会場のセミナーをオンラインで視聴できる！／

11/11㈭ 14:00〜16:00
個別相談16:00〜

オンラインライブ配信

使用アプリ

Zoom（無料）

新潟県女性財団女性団体交流室2

（新潟市中央区上所2-2-2新潟ユニゾンプラザ2F）

当日のプログラム（3会場共通）

●13:30 受付開始
●14:00 スタート
●14:05

第1部

湯浅誠先生基調講演

●15:05 第2部 パネルディスカッション
・テーマ：就職氷河期世代の就職支援で見えてきたこととは？
・コーディネーター：湯浅誠 氏
・パネラー：ハローワーク職員、地域若者サポートステーション
職員、ジョブカフェ職員
●16:00 個別相談（要予約）

PCやタブレット、
スマホから参加

参加者や主催者に
顔は見えません

参加者のマイクは
オフ

※Zoomを使用してのオンライン配信となりますので、最新版を当日ま
でにダウンロードしてください。
※参加時に名前とメールアドレスを入力する必要があります。
※インターネット接続料および通信量は、参加者のご負担となります
ので、予めご了承ください。

各会場で個別相談ができます！
一人15〜30分

予約優先

専門相談員が対応

ご相談はお一人でも ご予約に空きがあれ 支援機関の専門相談員
複数人でも大丈夫！ ば当日受付も可！
が対応するので安心！

●16:30 終了

主催：新潟労働局（ハローワーク） 共催：新潟県、新潟市、長岡市、上越市、ジョブカフェ、
新潟地域若者サポートステーション、長岡地域若者サポートステーション、上越地域若者サポートステーション
＜この事 業は新 潟労 働 局の 委 託を受け 、ささえあいコミュニティ生 活 協同 組合 新 潟が運営しております＞

お申込み
お問合せ先

TEL. 025-378-6181
URL. www.niigata-work.com
（担当：渡邉）（受付時間：平日 9：00〜18：00） E-mail. info@sasaeai-seikyou.com

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

〒950-2026 新潟市西区小針南台3-16

会場案内マップ
加
茂会場
長岡会場

新潟県女性財団

上越市教育プラザ

ながおか市民協働センター

（長岡市大手通1-4-10
アオーレ長岡西棟3階）

（上越市下門前1770番地）

新潟東警察署

笹出線

上越警察署

至桜木I.C
↓

至女池I.C
上越I.C
↓

＜アクセス＞

＜アクセス＞

＜アクセス＞

長岡3階へ直接アクセスできます。

下車徒歩1分

後徒歩1分

JR長岡駅から徒歩3分。駅の改札口からアオーレ

信濃川

新潟・小須戸・三条線
新潟駅前バスターミナル

リージョンプラザ上越

北陸自動車道

りゅーとぴあ

萬代橋

上越市役所

18

号線

351

フェニックス大手ウエスト

新潟県庁

新潟市役所

国道

フェニックス大手イースト

関川

ながおか
市民センター

352

上越大通り

大手通り

351

アオーレ長岡

新潟県民会館

八千代橋

国道８号線

↑
至直江津港白山駅

県道板倉直江津線

JR長岡駅

↑
至直江津駅

昭和大橋

至小千谷→

（新潟市中央区上所2-2-2新潟ユニゾンプラザ2F）

千歳大橋

←至三条

新潟会場

上越会場

バス：リージョンプラザ・富岡線「教育プラザ前」

新潟駅

至女池I.C
↓

JR新潟駅よりバス20分「ユニゾンプラザ前」下車

お申込方法、お申込み・お問合せ先
各会場開催の開催前日までに、下記の方法でお申し込みください。定員は各会場30名（先着順）となっております。受付を確認いたしました

ら、こちらから折り返し受付完了のご連絡をいたします。また先着順となっておりますので、定員に達し次第、締め切らせていただきます。
尚、申し込み後3日経っても受付確認の連絡がない場合は、お手数ですが、お電話にてご確認ください。

下 記 の W E B サイトか ら予 約
フォームに、必要事項をご入力し
ていただき、お申込みください。

www.niigata-work.com/
event/yuasa-seminar/

メールに必要事項(お名前・ふりがな・

市町村名・TEL・E-Mail・参加したい会)
をご記入の上、お申込みください。

info@sasaeai-seikyou.com

下 記 の 参 加 申 込 書 に 必 要 事 項 を、
ご 記 入の上 、送 信くだ さ い 。

025-230-6680

FAX.

ふりがな

お名前
※必須

参加申込書

ご連絡先
※必須

参加
したい会

( 番号に◯)
※必須

個別相談

( 番号に◯)
※必須

市区町村名

（例：新潟市中央区、長岡市）

TEL

E-Mail

１．
＜長岡会場＞11月9日(火)14：00〜（受付13：30〜）ながおか市民協働センター 協働ルーム
※長岡会場は駐車場がありません。公共交通機関又は付近の駐車場（有料）をご利用ください。

２．
＜上越会場＞11月10日(水)14：00〜（受付13：30〜）上越市教育プラザ 大会議室

３．
＜新潟会場＞11月11日(木)14：00〜（受付13：30〜）新潟県女性財団 女性団体交流室2
４．
＜オンラインライブ配信＞11月11日(木)14：00〜（使用アプリ：Zoom）
１．希望する
２．希望しない

個別内容

※個別相談をご希望された方は、簡単なご相談内容をお書きください。

※ご記入いただきました個人情報は、当セミナーに関してのみ利用し目的外には利用いたしません。ただし、新型コロナウイルス感染症等に関連して、会場
の施設管理者や保健所等の機関に氏名、電話番号等の必要な情報提供をする場合がありますので、ご了承ください。
お問合せ
お申込先

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 TEL.025-378-6181

〒950-2026 新潟市西区小針南台3-16

URL.www.niigata-work.com

（電話受付時間：平日 9：00〜18：00）

