
下呂で仕事を探したい方のための
企業紹介・求人情報サイト
下呂で働こう

で働こう！！

令
和
2
年
3
月

下
呂
市
合
同
企
業

説
明
会

下呂交流会館
温アリーナ

下呂市森2270番地3

託児所を用意します。
ご利用を希望される方は
2月28日（金）までに
商工課へお申込み
ください。

履歴書
不要

入退場
自由

入場
無料

服装
自由

学生（学年問わず）
一般・パートタイム求職者
UIJターン等就職希望者
インターンシップ希望者
など、どなたでも参加可能！

［対象者］

［会 場］

参加企業一覧がございます。裏面もご覧下さい。
主催  下呂市　 協力  下呂市営農推進協議会　 後援  岐阜県・ハローワーク高山・ハローワーク美濃加茂

下呂市観光商工部 商工課
　0576-24-2222（代）内線163

※個人情報等につきましては、参加企業を含め守秘義務を厳守いたします。

お問合せ

55社集結！

Ｕ・Ｉ・Ｊターンをお考えの方
への各種助成制度のご案
内等の情報提供、相談コー
ナーを開設します。
下呂で働いて、下呂に住も
うとお考えの皆さんもお気
軽にご来場ください。

Ｕ・Ｉ・Ｊターン
コーナー

13:00-18:00

令和2年

3/20【
金・祝
】

履歴書の書き方、添え状や
礼状の作成方法から、面接
の心構えや、自分に合った
仕事の探し方など、親身に
サポートします。

就職相談コーナー
（キャリアカウンセラー）

障がい者の就職や生活に
関する支援をしています。
障がい者を雇用している、
または雇用を検討している
企業の方からのご相談にも
応じています。

障がい者就業相談
コーナー

障がい者就業・生活支援
センターぷりずむ 起業や創業を考えてみえる

方へ、下呂市創業支援事業
計画に基づき、各種支援メ
ニューをご紹介します。

創業支援コーナー
農業をはじめてみたい方に
下呂市では、各種支援策と
ともに「農業分野への可能
性」という門戸を開けるお手
伝いをさせていただきます。

就農相談コーナー

下呂温泉病院
下呂交流会館
アクティブ

下呂温泉合掌村

ジョイホームセンター様
縄文公園

下呂市役所
下呂庁舎 下呂中学校

下呂小学校
飛騨川

JR高山本線

下呂
トンネル

至岐阜至高山

下呂市民会館

R41

N

下呂駅

［事前入場予約特典］
3社以上のブース訪問で
下呂市内で使える
商品券1,000円分
プレゼント
下呂市外在住の方は
交通費の一部を
支給！
（ギフトカード）

先着約50名

先着100名

［予約受付期間］
令和2年2月3日（月）～3月15日（日）
［予約受付先］
下呂市観光商工部商工課
TEL 0576-24-2222（代） 内線163
E-mail  syoukou@city.gero.lg.jp

要
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約

要
予
約

下呂市ホームページ
予約サイト



下呂交流会館
温アリーナ
下呂市森2270番地3

［会 場］
13:00-18:00
令和2年 3/20【

金・祝
】

当日はお気軽にご来場ください

下呂市就農相談会下呂市就農相談会

令和2年 下呂市合同企業説明会 参加企業一覧 事業所名（敬称略）

同 時 開 催

就農相談は随時受付中！

予約不要・無料相談・未経験者歓迎
下呂地域担い手育成総合支援協議会(下呂市農林部農務課内)
0576-53-2010（内線156）

農業（自然）がもつ「楽しさ」「感動」をみなさんと共

有し、「農業」を通じて笑顔があふれる地域づくりに

貢献していきたい。

自分自身が消費者から生産者へと変わり、自然の中

で体を動かし汗をかき、とてもやりがいがある職業

だと思いました。

妻と協力しながら美味しいトマトを作り、子ども達に

農業の楽しさ、厳しさ、自然の凄さを学んでほしいと

思います。

栽培し出荷してお客さんに買ってもらい見てもらうことで、少しで

もお客さんの心を安らげる、何か温かい気持ちになってもらえ

るそんな商品作りを目指していく。

43歳：ほうれん草生産者

34歳：ほうれん草生産者

48歳：夏秋トマト生産者

29歳：施設花き生産者

農業を仕事に
　選んだ人たちの志はさまざま…

おもい

◀下呂中学校美術部生徒作品

今井建設  株式会社
株式会社  小川屋
金山土木協業組合
金子工業  株式会社
川西電業  株式会社
株式会社  技研ユニティ
医療法人社団  共寿会  老人保健施設共寿
株式会社  熊﨑組
桑原木材  金山工場
ケービックス  株式会社  岐阜営業所
株式会社  下呂魚介
下呂市役所
社会福祉法人  下呂福祉会
（あさぎりサニーランド・かなやまサニーランド）
ゲンキー  株式会社
株式会社  コスモマツオカ（暮らしの衣料マツオカ）
株式会社  コムズ
紗々羅
佐橋工業  株式会社  金山工場
株式会社  讃建
株式会社  シーフード・マルイ
株式会社  水明館
株式会社  ダイエイハービス
高山酒類卸  株式会社  下呂営業所
有限会社  田口建築
中部薬品  株式会社（V・drug）
デイサービス  やすらぎの里
東京ファブリック化工  株式会社

トーカイフーズ  株式会社
特別養護老人ホーム  さわやかナーシング下呂
トヨタカローラ岐阜  株式会社
株式会社  中島工務店  下呂支店
株式会社  ニチイ学館  岐阜支店高山営業所
日産工業  株式会社
株式会社  ハウテック
有限会社  萩原チキンセンター
飛騨川温泉土地  株式会社  湯之島館
斐太石油  株式会社
飛騨農業協同組合（JAひだ）
有限会社  飛騨螺子製作所
株式会社  フジコンフェ
望川館
有限会社　ホテル吉泉館　吉泉館竹翠亭
馬瀬元気館
馬瀬建設  株式会社
株式会社  マルイケ
マルイランチサービス  株式会社
丸共建設  株式会社
南ひだ森林組合
睦館
株式会社  メカトロニクス
メタウォーターサービス  株式会社
矢島社会保険労務士事務所
医療法人  悠山会  ファミリア下呂
湯快リゾート  株式会社
株式会社  リスクヘッジ

※五十音順　※参加企業が一部変更になる場合があります。

企 業 名 インターン
シップ受入 企 業 名 インターン

シップ受入


