
DV1705027

問合せ先は
こちら

神奈川県高齢者スキルアップ・就職促進事業受託者

株式会社東京リーガルマインド 公共事業本部 神奈川県 高齢者スキルアップ・就職促進事業 係

〒164-0001　東京都中野区中野4-11-10　アーバンネット中野ビル

無料（テキスト代も無料）

受　講
対象者

・ハローワークに求職登録している55歳以上の方で、全日程を受講できる方 
・講習修了後、管理選考（就職面接会）に出席できる方

講習期間 

申込締切 平成 29 年6月26日 (月)

講習会場 

事前面接会場

申込方法

定　員 15名
※申込者が80%に満たない場合は、講習を開催しない場合があります。

受講料金
※講習会場までの交通費や昼食代等は受講者負担

添付の「受講申込書」に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送で
神奈川県 高齢者スキルアップ・就職促進事業係までお送りください。
もしくは、ホームページよりお申し込みください。
29年度 神奈川県 高齢者スキルアップ で検索ください。http://partner.lec-jp.com/ti/senior_kanagawa/

介 護 補 助  講  習  会 横須賀会場

土・日・祝を
除く7 日間

（受付時間 /平日 9:00 ～17:00） 03-5913-637503-5913-6085 FAX

　　　　　厚生労働省　神奈川労働局委託事業 平成２９年度　高齢者スキルアップ・就職促進事業

講習時間・会場・内容等詳しくは、裏面の日程表をご覧ください。

受講決定のお知らせについて
「講習受講者選考基準」により面接のうえ受講者を決定します。選考結果についてはお電話にて通知いたします。

（注）高齢者スキルアップ・就職促進事業の講習会は平成 29年度中に 1 回のみ受講できます。複数回の受講はできません。

受講料

無料

平成29年7月10日(月)～平成29年7月19日(水)

事前面接日　  平成29年7月3日(月)

電話

介護業務に係るスキル習得と関連知識を学ぶことで介護業務関連職への就職を目指します。

横須賀市立勤労福祉会館　ヴェルクよこすか　4階
神奈川県横須賀市日の出町1-5

横須賀市立勤労福祉会館　ヴェルクよこすか　4階
神奈川県横須賀市日の出町1-5



介護補助講習会　講習内容（カリキュラム）

会場・交通案内

※会場へは講習開始 15 分前を目処にお越しください。
※カリキュラム内容は変更になる場合があります。

※お車での来場はご遠慮ください

回 日程 時間 講　習　内　容 会　　場

開講式

ヴェルクよこすか
4階

就職支援講座（書類の記載、応募）

 7/11(火） 高齢者疑似体験

介護の基本、老化について

認知症について

職場見学

7/13(木）

7/14(金）

7/19(水）
レクリエーション

閉講式・管理選考

9:30 ～ 10:00

１

7/18(火）

3

6

7/12（水）

7/10（月） 10:00～ 12:00

9:30 ～ 12:00

13:00～ 16:30

9:30 ～ 12:00

14:30～ 16:30

13:00～ 16:30

9:30 ～ 12:00

トイレの移動、パッドの交換

食事の介助、口腔ケア

13:00～ 16:30

9:30 ～  12:00

9:30 ～ 12:00

13:00～ 16:30

9:30 ～ 12:00

13:00～ 16:30

ベッドの基礎知識、基本的な使い方

歩行の介助（つえ）

ベッド・車いす間の移乗、車いすの介助

体位変換、更衣

技能講習会場

2

4

5

7

受講申込者面接会場

横須賀市立勤労福祉会館

ヴェルクよこすか　4階  ☎ 046-822-0202

神奈川県横須賀市日の出町1-5

京 浜 急 行 横 須 賀 中 央 駅  徒 歩 ５ 分

ヴェルクよこすか
4階

ヴェルクよこすか
4階

ヴェルクよこすか
4階

ヴェルクよこすか
4階

ヴェルクよこすか
4階

ヴェルクよこすか
4階

13:00～ 16:30 介護のお仕事、介護保険とサービス

13:00～ 14:30 介護におけるコミュニケーション

・



〒 -

（※　　　　　　　　　　　）

１．

（※　　　　　　　　　　  　）（※　　　　　　　　　　　　）

２． ３．

　有　・　無

　有の場合：１．国民年金　　２．厚生年金　　３．共済年金

免許 資格
１．　普通自動車免許　　２．　ホームヘルパー（２級）　　３．　保育士　　４．　教　員　

経験した主な仕事

現在就職中の会社（団体）名

雇用保険受給 　有　・　無

年金受給

受講前の雇用・就業状況
（注１）

　離職中　・　在職中

　在職中の場合：１．雇用
　　　　　　　　　（１）（常用（パート/パートでない）、臨時（パート/パートでない）、日雇、）
　　　　　　　　　（２）（シルバー人材センターでの派遣、シルバー人材センター以外での派遣）
　　　　　　　　２．就業（シルバー人材センターでの就業、その他就業（NPO等））
　　　　　　　　３．自営（起業）　　　　※１．（１）は必須記載。１．（２）は該当する場合のみ記載する。

‐

発行年月日 　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

求職番号

連絡先 電話 FAX 携帯　－　　　　　　－ 　－　　　　　　－ 　－　　　　　　－

ハローワークカード

生年月日 　昭和　　　　年　　　　月　　　　日 年齢 　　　　　　　　　　歳

住　　所

Eメールアドレス

希望講習名 介護補助講習会（7/10～7/19　横須賀会場）

フリガナ
性別 　　　男　　・　　女

氏　　名

受講申込書

株式会社 東京リーガルマインド　高齢者スキルアップ・就職促進事業係　　宛

申込年月日 　平成　　　　年　　　　月　　　　日 管理番号※

１． ２． ３．

（※　　　　　　　　　　　　） （※　　　　　　　　　　  　） （※　　　　　　　　　　　）

（注１）　各用語の定義
「常用」・・・雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４ヶ月以上の雇用期間が定められているもの。
「臨時」・・・雇用契約において１ヶ月以上４ヶ月未満の雇用期間が定められているもの。
「日雇」・・・日々雇用の仕事及び１ヶ月未満の雇用期間が定められているもの。
「パート」・・・１週間の所定労働時間が同一の事業書に雇用されている通常の労働者の１週間の所定労働時間に比し短いもの。
「就業」・・・雇用契約以外で仕事をすること（有償ボランティアを含まない）
「自営（起業）」・・・個人経営の事業を営んでいるもの。　　　　※は管理者記入、（※　　）内は職業分類を記入

今後の予定

緊要度
１．　早急な就職を希望　　２．　早急な臨時・日雇等での就職を希望　　３．　就職は急いでいない

【お問い合わせ・連絡先】株式会社 東京リーガルマインド 公共事業本部 シニアワークプログラム係

４．　就業を希望　　５．　いずれ就職を希望　　　６．　自営（起業）を希望　　７．その他（　　　　　　）

希望就業形態

1．雇用　 （１）（常　用（パート/パートでない）、臨　時（パート/パートでない）、日　雇）
        　　 （２）（シルバー人材センターでの派遣、シルバー人材センター以外での派遣）
２．就業             ３．自営（起業）　　※１．（１）は必須記載。１．（２）は該当する場合のみ記載する。

申込のきっかけ
１．ハローワークの紹介（ハローワーク名：　　　　　　　　　　　　　）・窓口担当に勧められて・棚のチラシを
見て
２．新聞折込チラシ（ユメックス・アイデム）　３．市役所、区役所の就職支援コーナー
４．シルバー人材センター　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

申込の動機

希望収入 1．　５万円未満　　２．　５～１０万円未満　　３．　１０万円～１５万円未満　　４．１５万円以上

希望勤務時間 1．　　時～　　時　　２．　１日　　時間程度　　３．　１週　　日程度　　４．　勤務時間を問わず

希望勤務地 １． ２．

免許・資格
． 普通自動車免許 ． ホ ム ル （ 級） ． 保育 ． 教 員

５．　簿記・経理　     　６．情報処理技術者　　７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

希望する仕事

個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護方針」を株式会社東京リーガルマインドのホームページ等でご確認ください。

なお、個人情報については、就職支援等のため、本事業の委託者である厚生労働省神奈川労働局及びハローワークにおいて使用することがありますので、予め

ご了承ください。また、神奈川労働局及びハローワークにおいて把握した個人情報について、本事業における就職支援のため、受託者と共有することがあります

ので併せてご了承ください。講習受講後の就職状況の確認のため、平成３０年度に高齢者スキルアップ・就職促進事業の受託者が変更となった際には、上記太枠

箇所について、本事業の委託者である神奈川労働局を経由して新たな受託者に引き継ぐ場合があります。

上記の取り扱いに関して同意いただけましたら、次のご署名欄に自署願います。

平成 年 月 日
ご署名：

【お問い合わせ・連絡先】　株式会社　東京リーガルマインド　公共事業本部　高齢者スキルアップ・就職促進事業　係
〒１６４－０００１　東京都中野区中野４－１１－１０　アーバンネット中野ビル　　ＴＥＬ　０３－５９１３－６０８５  FAX ０３－５９１３－６３７５

記 取り扱 関 て同意 ただけま たら、次 署名欄 自署願 ます。

平成 年 月 日
ご署名：
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