平成３０年１２月５日
各

位
株式会社 山口フィナンシャルグループ

「外国人留学生＆企業の採用担当者との交流イベント」 開催のお知らせ
山口フィナンシャルグループ(社長 吉村 猛)、およびヤマグチ・ベンチャー・フォーラ
ムは、事業者の雇用支援を目的として、
「外国人留学生＆企業の採用担当者との交流イベン
ト」を下記のとおり開催することとしましたのでお知らせします。
本イベントは、外国人採用を検討しているが、受け入れ体制の整備、外国人材の採用ノ
ウハウなどに悩みを抱えている事業者の課題を解決すること、外国人留学生と企業との接
点が生まれることで、人手不足の解消や海外進出の架け橋となる外国人の雇用に繋げるこ
とを目的としております。
記
【イベント概要】
１．日

時

平成31年1月14日（月）

２．会

場

シーモールパレス（下関市竹崎町 4 丁目 4-8）

３．対 象 者

13：00～16：30

外国人採用を検討している事業者（ＹＭＦＧエリア）
日本での就職を希望する留学生（山口県、福岡県内）

４．定

員

【企

業】ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム会員
一般参加

20社（先着順）
10社（先着順）

【留学生】150名（先着順）
※全学年対象
※日本語レベルがＮ２相当以上を参加条件とする
５．内

容

（1）オリエンテーション
司会進行：㈱ザメディアジョン・リージョナル
代表取締役

北尾

洋二

（2）採用担当者向けセミナー
「外国人の採用と雇用管理戦略」
講

師：社会保険労務士法人シグマ総合事務所
代表 赤澤

将（社会保険労務士）

(3) 留学生向けセミナー
「日本における就職活動方法、就労ビザの取得について」
講

師：株式会社

ＡＣＲＯＳＥＥＤ

代表取締役
（4）交流イベント

佐野

誠

氏（行政書士）

６．参 加 費

【企

業】ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム会員
一般参加

無料
2 万円

【留学生】無料
７．申込方法

【企

業】別添のチラシにご記入のうえ、ＦＡＸ（083－223－7026）
にてお申込願います。

【留学生】在籍する大学の留学生担当へお申込願います。
８．申込期限

【企

業】
：平成 30 年 12 月 20 日（木）

【留学生】
：平成 30 年 12 月 21 日（金）
９．主

催

ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム

10．共

催

山口フィナンシャルグループ

11．協

力

北九州市立大学、下関市立大学、東亜大学、徳山大学、梅光学院大学
以
【本件に関するお問い合わせ先】

山口フィナンシャルグループ地域振興部

中村

ＴＥＬ：083－223－7926

上

外国人留学生＆企業の採用担当者
との交流イベント
日時

会場

平成31年
１．１４（月）
シーモールパレス
13：00〜16：30
（下関市竹崎町4-4-8）
（受付開始：12：30〜）

外国人採用を検討している事業者、日本での就職を希
望する外国人留学生を対象とした交流イベントです。

＜アクセスマップ＞

【イベント内容】
13：00〜13：20 オリエンテーション
13：25〜14：25 採用担当者向けセミナー
14：40〜16：30 外国人留学生との交流イベント
【出展企業】
山口県、福岡県、広島県内で、外国人採用を検討して
いる事業者
【参加費用】
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム会員 無料
一般参加企業
2万円
【出展企業数】
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム会員
一般参加企業

＜シモール下関専門店街館内マップ＞

20社（先着順）
10社（先着順）

【服装】
※平服 でのご参加をお願いいたします
【参加学生】
山口県、福岡県内の大学・大学院・短期大学に在籍中
の外国人留学生
定員１５０名（先着順）
※全学年対象
※参加条件：Ｎ２レベルの日本語を話すことができる方
主催／ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム
共催／山口フィナンシャルグループ
協力／北九州市立大学、下関市立大学、東亜大学、徳山大学、梅光学院大学

お問い合わせ
山口フィナンシャルグループ
地域振興部 中村

TEL
ＦＡＸ

シーモール下関専門店街入口より、2階セントラルコートへお上がり
いただき、まっすぐ進まれるとシーモールパレス正面入口がございます。

083-223-7926
083-223-7076

イベントの詳細
お申込は裏面へ⇒

オリエンテーション 司会者
株式会社 ザメディアジョン・リージョナル
代表取締役 北尾 洋二 氏
中小零細・ベンチャー企業専門の採用コンサルタントであり、キャリアマネジメントからのアプローチによる創
業・スタートアップ支援専門家。事業内容、規模に関係なく、理念やビジョンなどの「伝え方」を工夫し、採用エ
ントリー数が倍増する採用支援メソッドを構築。これまでに1,000社を超える中小零細企業の新卒採用を支援。
学生に対しては、毎年3,000名の就活生の就職アドバイスを手掛ける。2011年11月から放送中の就活番組
「知ってる？シュ−カツ」では、番組パーソナリティを務め、国内で最も継続している就職情報番組。大分県立
芸術文化大学講師など大学等で講義・講演多数。

採用担当者向けセミナー 講師
「外国人の採用と雇用管理戦略」
社会保険労務士法人 シグマ総合事務所
代表 赤澤 将 氏
司法試験受験をしながら学習塾講師を経て、損害保険会社嘱託営業社員、損害保険法人代理店代表、経営
コンサルティング会社執行役員を経て現職。
中小企業を中心に、労務管理体系の構築から各種個別制度の設計まで労務管理全般にわたる診断・指導を
手掛けるとともに、メンタルヘルス問題の予防・早期発見及び対処のための現場環境改善コンサルティングや
セミナー・研修講師としても活躍中。
「人」という、企業・組織のもっともも大切な経営資源を最大限活かすことができる職場にし、組織パフォーマン
スを向上させるためのポジティブな人事労務戦略を提案している。

参加申込書
FAX ： ０８３-２２３-７０７６
山口フィナンシャルグループ 地域振興部
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム事務局

申込期限：１２月２０日(木)

行
行

貴社名

ご住所

ご参加者名

役 職

ご参加者名

役 職

ご参加者名

役 職

Ｅ-ｍａｉｌ
代表連絡先
【個人情報の取り扱いについて】
本申込書に記入いただきました個人情報は、イベント申し込みに関する受付管理事務および開催前後の申込者様へのご連絡等
に利用いたします。その他の利用でご迷惑をおかけすることはございません。

お問い合わせ先
電
担

話：０８３−２２３−７９２６
当：山口フィナンシャルグループ

地域振興部

中村

〜参加費無料！お申込みは在籍する大学の留学生担当まで〜

外国人留学生＆企業の採用担当者
との交流イベント
日時

会場

平成31年
１．１４（月）
シーモールパレス
13：00〜16：30
（下関市竹崎町4-4-8）
（受付開始：12：30〜）

日本での就職を希望する外国人留学生を対象
とした交流イベントです。

＜アクセスマップ＞

【イベント内容】
13：00〜13：20 オリエンテーション
13：25〜14：25 留学生向けセミナー
14：40〜16：30 企業の採用担当者との交流イベント
交流イベントでは、各社ブースを回り、企業の採用担当
者のお話を聞くことができます。

【出展企業】
山口県、福岡県、広島県の企業が最大30社出
展予定です。
※企業の申込み状況によって、上記企業数を下回る場合がござい
すので、予めご了承ください。
※出展企業については、随時在籍する大学への留学生担当あてに
お知らせいたします。

＜シモール下関専門店街館内マップ＞

【参加学生】
対象：大学・大学院・短期大学在籍中の外国人留学生
定員：１５０名（先着順）
服装：普段着でのご参加をお願いいたします
学年：全学年の方にご参加いただけます
参加条件：Ｎ２レベルの日本語を話すことができる方

主催／ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム
共催／山口フィナンシャルグループ
協力／北九州市立大学、下関市立大学、東亜大学、徳山大学、梅光学院大学
シーモール下関専門店街入口より、2階セントラルコートへお上がり
いただき、まっすぐ進まれるとシーモールパレス正面入口がございます。

お問い合わせ
山口フィナンシャルグループ
地域振興部 中村

TEL
ＦＡＸ

083-223-7926
083-223-7076

イベントの詳細
お申込は裏面へ⇒

オリエンテーション 司会者
株式会社 ザメディアジョン・リージョナル
代表取締役 北尾 洋二 氏
中小零細・ベンチャー企業専門の採用コンサルタントであり、キャリアマネジメントからのアプローチによる創
業・スタートアップ支援専門家。事業内容、規模に関係なく、理念やビジョンなどの「伝え方」を工夫し、採用エ
ントリー数が倍増する採用支援メソッドを構築。これまでに1,000社を超える中小零細企業の新卒採用を支援。
学生に対しては、毎年3,000名の就活生の就職アドバイスを手掛ける。2011年11月から放送中の就活番組
「知ってる？シュ−カツ」では、番組パーソナリティを務め、国内で最も継続している就職情報番組。大分県立
芸術文化大学講師など大学等で講義・講演多数。

留学生向けセミナー 講師
「日本における就職活動方法、就労ビザの取得について」
株式会社 ＡＣＲＯＳＥＥＤ
代表取締役 佐野 誠 氏
大学卒業後より、外国人雇用に特化した行政書士業務に携わる。2006年に行政書士法人、社会保険労務士
法人、税理士法人を併設した現在のＡＣＲＯＳＥＥＤグループの代表に就任。大手企業から中小企業までの外
国人雇用コンサルティング、在留手続きを得意としており、その他、専門性の高い許認可の取得コンサルティ
ング、外国人雇用に関する講演活動などを精力的に展開している。「日本社会の調和と活力のあるグローバ
ル化に貢献すること」をミッションとし、外国人や外国人雇用企業向けのプロフェッショナルサービスを提供して
いる。

参加申込書
申込期限：１２月２１日(金)
定員１５０名（先着順）
定員に達した時点で募集を終了しますので、参加を希望される方はお早めに
お申込みください。
申込書は在籍する大学の留学生担当にご提出ください。
氏名
大学名

学部名

学科

学年

E-mail
連絡先
【個人情報の取り扱いについて】
本申込書に記入いただきました個人情報は、イベント申し込みに関する受付管理事務および開催前後の申込者様へのご連絡等
に利用いたします。その他の利用でご迷惑をおかけすることはございません。

お問い合わせ先
電
担

話：０８３−２２３−７９２６
当：山口フィナンシャルグループ

地域振興部

中村

