〒690-0003
島根県松江市朝日町 478-18 松江テルサ３階
公益財団法人ふるさと島根定住財団
TEL︓0852-28-0690（土日祝を除く）
「ジョブカフェしまね」では島根での就職を目指す皆さんのサポートをするため、様々な事業を行っています。ぜひお気軽にご利用ください︕

01

イベント

02

ジョブカフェしまねサイト

03

しまね登録（情報発信）

ご登録はこちら

HP はこちら

合同企業説明会、学生と企業の交流会、

各イベント・インターンシップ等についての

企業見学などイベントを開催していま

最新情報を随時 UP︕

す。

ジョブカフェしまねのセミナー情報や県内
企業の求人情報もコチラでチェック︕
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「しまね登録」は定住財団が島根県とともに推進して

いる取組みです。サイトの各種サービス利用のほか、登
録属性に合わせて LINE からもイベント情報やしまね
の暮らしや地域情報を受け取ることができます。

予約制キャリア相談

ご予約はこちら

就職についての“悩み”や“分からない”を、専門のキャリア・アドバイザーが話をじっくり聞き、
アドバイスやサポートいたします。※「対面」「WEB」「電話」から選べます。いずれも要予約。
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日付
3/3（木）

催事名
監理技術者講習

主な会場
中会議室

3/5（土）

第35回富士通Japan囲碁まつり テルサホール

13:00～16:30

一般

TSKさんいん中央テレビ事業部

0852-20-8888

3/5（土）

出張相談会

13:30～16:30

一般

島根リハビリテーション学院

0854-54-0001

研修室1

開催時間
9:00～17:00

対象等
主催者
関係者 一般財団法人全国建設研修センター

連絡先
042-300-1741

3/6（日）

婚活パーティー

研修室1

13:00

関係者 株式会社パッション

080-6135-6140

3/9（水）

酒類販売管理研修

中会議室

13:30～16:00

関係者 松江小売酒販組合

0852-21-2467

3/12（土）

島根大学受験時
保護者さま説明会

大会議室

10:00～11:00
11:45～12:45
13:30～14:30

3/13（日）

河合塾 大学受験科
入塾個別相談・認定テスト

大会議室

10:00～16:00

研修室2

13:00～16:00

3/13（日） ESP学園主催出張説明会

島根大学
島根大学生活協同組合
受験生

高校生 河合塾 広島校
一般

専門学校ESPエンタテインメント

0852-20-0881
https://www.kawai-juku.ac.jp
06-6373-2888

3/20（日）

河合塾 大学受験科
入塾個別相談・認定テスト

大会議室

10:00～16:00

3/21（月）

朝日新聞社×朝日学生新聞社
大会議室
教育セミナー

11:00～12:30
14:00～15:30

一般

島根県朝日会

0857-29-0172

13:00～16:00

一般

株式会社代々木アニメーション学院

082-504-9110

①10:00～
②14:00～

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550

研修室2

13:00

一般

株式会社パッション

080-6135-6140

3/26（土） 代々木アニメーション学院説明会 研修室1
第108回さんびるシアター「浜の
3/26（土）
ドームシアター
朝日の噓つきどもと」
3/27（日） 婚活パーティー

高校生 河合塾 広島校

https://www.kawai-juku.ac.jp

3/30（水）

グラムール美容専門学校
おでかけ説明会

研修室1

10:00～12:00

4/2（土）

出張相談会

研修室2

13:30～16:30

4/3（日）

映画「愛国女子-紅武士道-」

①10:00～12:00
テルサホール ②12:15～14:15
③14:30～16:30

4/5（火）

島根県中小企業家同友会
松江支部4月例会

大会議室

18:30～21:00

関係者 島根県中小企業家同友会

0852-59-5970

4/6（水）

専門学校松江総合ビジネスカ
レッジ 令和4年度入学式

テルサホール

14:00～16:00

関係者 学校法人 坪内学園 入学生支援課

0852-31-4100

テルサホール

14:00～15:30

4/15（金） 監理技術者講習

中会議室

9:00～17:00

4/16（土） 組合員活動交流会

テルサホール

10:00～

4/17（日） ディスコ 大人のダンスナイト

テルサホール

16:00～20:00

新入社員接遇マナー・
4/18（月）
クレーム対応研修会

大会議室

10:00～16:00

4/10（日） 日本共産党演説会

4/23（土）

第109回さんびるシアター
「MOTHER マザー」

ドームシアター

4/24（日）

東朝日町一区町内会
令和4年度総会

大会議室

10:30～11:30

5/7（土）

ミューズフェス

テルサホール

12:30～18:00

研修室2

10:00～17:30

HACCPプラン（衛生管理計画
5/12（木）
書）作成の研修会

①10:00～
②14:00～

関係者 グラムール美容専門学校
一般
大人：1400円
小人：800円

一般

06-6632-2781

島根リハビリテーション学院

0854-54-0001

幸福の科学松江支部映画事務局

0852-59-9777

日本共産党島根県委員会

0852-24-2444

関係者 一般財団法人全国建設研修センター

042-300-1741

関係者 松江保健生活協同組合

0852-27-3774

一般

株式会社YUREHA

0852-67-3833

関係者 公益財団法人日本電信電話ユーザ協会島根支部 0852-55-8855
一般

松江テルサ事務局

町内会員 東朝日町一区町内会長
一般

ミューズフェス実行委員会

要参加費 一般社団法人 サニクリーンアカデミー

0852-31-5550
非公開
https://www.muse-sunin.com/
0120-01-3290

5/13(金)

島根県へき地教育研究会
第1回理事会

研修室1

13:00～16:00

5/21(土)

代々木アニメーション学院説明会 研修室1

13:00～16:00

一般

株式会社代々木アニメーション学院

082-504-9110

13:30～16:30

一般

島根リハビリテーション学院

0854-54-0001

①10:00～
②14:00～

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550

関係者 全国珠算教育連盟

0852-23-6460

5/28（土） 出張相談会

研修室2

第110回さんびるシアター
5/28（土）
（詳細未定）

ドームシアター

5/29（日） 全珠連検定

ﾚﾝﾀﾙﾙｰﾑ4

9:00～12:00

関係者 県へき研事務局（江津市立桜江中学校）

0855-92-0028

