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★平成２６年度 和歌⼭県内企業就職⾯談会のスケジュール★
場所 対象 お問い合わせ先

4/14 第４０回
きのくに人材Ｕターンフェア

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市）

 2015年３月新規学卒予定者
 (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会
TEL 073-431-7376

6/15 和歌山県Ｕ・Ｉターン就職
企業合同説明会（大阪）

阪急グランドビル２６Ｆ
（大阪市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県労働政策課
TEL 073-441-2807

6/27 近畿ブロック大学等就職フェア
2014

インテックス大阪 1号館
（大阪市）

 2015年３月新規学卒予定者
 (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山労働局職業安定課
TEL 073-488-1160

8/12 2014年Ｕターンフェアin⽥辺
ー紀南合同企業説明会ー

ガーデンホテルハナヨ
（⽥辺市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

⽥辺商工会議所
TEL 0739-22-5064

8/13 第４１回
きのくに人材Ｕターンフェア

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会
TEL 073-431-7376

8/14 日高地方Ｕターンフェア 御坊市⺠⽂化会館
（御坊市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会 就職支援センター
TEL 073-497-8001

8/15 ふるさとＵターンフェア
企業説明会

新宮商工会議所
（新宮市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

新宮商工会議所
TEL 0735-22-5144

8/29 合同就職説明会 和歌山ビッグ愛
（和歌山市）

    2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県中小企業団体中央会
雇用支援センター

TEL 073-435-0310

9/17 ハローワーク和歌山障害者
就職面接会

和歌山ビッグ愛
（和歌山市） 求職者 ハローワーク和歌山

TEL 073-425-8609

10/14 合同就職説明会 和歌山ビッグ愛
（和歌山市）

    2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県中小企業団体中央会
雇用支援センター

TEL 073-435-0310

12/2 わかやま就職フェア2014
ダイワロイネットホテル

和歌山
（和歌山市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会 就職支援センター
TEL 073-497-8001

12/11 橋本・伊都地域企業合同面談会 橋本商工会館
（橋本市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会 就職支援センター
TEL 073-497-8001

3/13 わかやま就職フェア in 東京 東京新卒応援ハローワーク
（東京都新宿区）

 ・一般求職者
 ・2015年および2016年３月新規
    学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会 就職支援センター
TEL 073-497-8001

※上記のとおり予定していますが、変更、中⽌になる場合がございます。最新の情報は、ホームページ等でご確認ください。

1/29 ⽥辺企業合同面談会 ガーデンホテルハナヨ
（⽥辺市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会 就職支援センター
TEL 073-497-8001

2/20 ワークフェスタ2015
合同就職面談会

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市）

 ・一般求職者
 ・2015年３月新規学卒予定者
  (既卒３年以内の者を含む。）

和歌山県経営者協会 就職支援センター
TEL 073-497-8001
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●企業就職面談会やセミナー等のイベント情報
●2015春の新卒採用、中途採用予定の企業情報
●メールマガジン配信登録

  http://www.wakayama-uiturn.jp/

★平成２６年度 福祉介護の就職⾯談会のスケジュール★
場所 対象 お問い合わせ先

7/6 第１回福祉・介護のしごとフェア ガーデンホテルハナヨ
(⽥辺市）

福祉・介護職場に就職希望の方
福祉・介護の仕事に関心のある方

紀南福祉人材バンク
ＴＥＬ  0739-26-4918

8/5 第１回福祉・介護・保育の就職フェア
わかやま

和歌山ビッグ愛
（和歌山市）

福祉・介護・保育職場に
就職希望の方・関心のある方

和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」

TEL 073-435-5211

9/24 福祉・介護・保育の就職フェア
ありだ

有⽥市⽂化福祉センター
（有⽥市）

福祉・介護・保育職場に
就職希望の方・関心のある方

和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」

TEL 073-435-5211

9/26 福祉・介護・保育の就職フェア
いわで

岩出市総合保健福祉
センター

（岩出市）

福祉・介護・保育職場に
就職希望の方・関心のある方

和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」

TEL 073-435-5211

11/16 福祉のしごと面接会（新宮市） 新宮市福祉センター
（新宮市） 福祉・介護職場に就職希望の方 紀南福祉人材バンク

ＴＥＬ  0739-26-4918

11/20 第2回福祉・介護・保育の就職フェア
わかやま

和歌山ビッグ愛
（和歌山市）

福祉・介護・保育職場に
就職希望の方・関心のある方

和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」

TEL 073-435-5211

12/8 福祉・介護・保育の就職フェア
はしもと

橋本市保健福祉センター
（橋本市）

福祉・介護・保育職場に
就職希望の方・関心のある方

和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」

TEL 073-435-5211

※上記のとおり予定していますが、変更、中⽌になる場合がございます。最新の情報は、下記ホームページにてご確認ください。
 和歌⼭県福祉保健総務課「わかやまで福祉・医療の仕事をしませんか！」
 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040100/fukushiwork.html

2/1 第２回福祉・介護のしごとフェア ガーデンホテルハナヨ
（⽥辺市）

福祉・介護職場に就職希望の方
福祉・介護の仕事に関心のある方

紀南福祉人材バンク
ＴＥＬ  0739-26-4918

3/12 第３回福祉・介護・保育の就職フェア
わかやま

和歌山ビッグ愛
（和歌山市）

福祉・介護・保育職場に
就職希望の方・関心のある方

和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」

TEL 073-435-5211

★和歌山県内の就職関連情報サイト
メールマガジン配信中！
就職面談会やセミナーの開催情報を
お届けします！配信登録受付中！

ＵＩわかやま就職ガイド 検索
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