JLGC

JAPAN LOCAL GOVERNMENT CENTRE

Online
29 September 2021

11:00 -16:30 (BST)

The Japan Local Government Centre is currently recruiting exhibitors for its
ONLINE CAREERS FAIR on the 29 September 2021 from 11:00 to 16:30 (BST),
which will be held for participants of the Japan Exchange and Teaching (JET)
Programme who have recently returned to the UK.
The Careers Fair will be hosted on Hopin, the virtual event platform used by organisations
such as NATO, the UN, Slack and Salesforce.
We will work with online event managers EON, one of only 22 certified Hopin
global partners, who run events on Hopin for clients like the BBC and
Natwest, providing support on the day.

Set up your booth
with videos &
downloadable
resources, engage
with prospective
talent via live Q&A,
open chat rooms or
1-to-1 chats, and
arrange follow ups
with job seekers.

Participating in the event is completely free for exhibitors, cutting costs and
recruitment agency fees. Advertise your vacancies or take the opportunity to
promote your brand and attract future applicants.
The event will include an expo-only dedicated time to boost attendee traffic to
exhibitor booths & increase engagement.
JET alumni have a wide variety of profiles, from recent graduates looking for
entry level jobs to more experienced workers from a variety of fields such as
engineering, IT, sales, HR, accounting and more. JET alumni also have Japanese
language skills, and all share enthusiasm.
Hopin offers end-to-end security with built-in settings, strong user authentication
as well as up-to-date certifications.
Other activities at the Careers Fair will include:

PANEL DISCUSSIONS AND BREAKOUT SESSIONS
Talks will be given on various topics, including using JET skills to find
employment, jobs in international relations & the public sector, making
the most of LinkedIn and other subjects to be confirmed.
Last year, many speakers also exhibited at the event. Interested in
being a speaker? Have a topic you would like to talk about? Let us
know when registering your interest below.

NETWORKING OPPORTUNITIES
Use your own expo booth chat and live video or the event’s virtual
networking lounge to connect with prospective talents and other
exhibitors.
You can also join the event’s LinkedIn group to get a head start before
the fair or to follow up with participants after.

CV CLINIC
One-on-one meetings via video call with our careers counsellors will
be available to attendees to provide them with tailored advice about
their job search and their CV.

REGISTER YOUR INTEREST HERE
If you have any questions, contact us at jetaa@jlgc.org.uk.
For updates about event content, high profile speakers and other attending companies,
follow us on social media:
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JLGC

JAPAN LOCAL GOVERNMENT CENTRE

オンライン
2021年9月29日（水）
11:00〜16:30（英国時間）

自治体国際化協会ロンドン事務所では、2021年9月29日（水）11:00〜16:30（英国時間）
に、JETプログラムから帰国した参加者を対象に開催する「オンラインキャリアフェア」
の出展者を募集しています。
キャリアフェアは、NATO、国連、Slack、Salesforceなどの組織で使用されているバーチャル
イベントプラットフォーム「Hopin」で開催されます。
BBCやNatwestなどのクライアントにHopinでのイベントを提供している、22
社しかないHopinグローバルパートナーのうちの1社である、オンラインイベン
トマネージャー「EON」と協力して、当日のサポートを行います。

貴社・貴団体のビデオ
や資料をブースに設置
し、ライブQ&A、1対
複数や1対1のチャット
で求職者と交流し、
フォローアップに繋げ
ましょう。

イベントへの参加は完全無料で、コストを削減できます。ブース出展を通じ、求職者
に自社ブランドのアピールをすることができます。
イベントでは、参加者のブースへの誘導を強化し、ブース来場者を増やすため、専用
の時間を設けています。
JETプログラムには、新卒・準新卒者から、エンジニア・IT・営業・人事・経理など
の経験者まで、様々な経歴を持った人が参加しています。また、JET参加者は、日本
語のスキルを持っており、熱意を持って仕事に取り組んでいます。
Hopinは、内蔵された設定、強力なユーザー認証、最新のセキュリティ証明書など、
エンド・ツー・エンドのセキュリティを提供します。

その他の催し：

パネルディスカッションと分科会
JETプログラムで得たスキルを活用した就職活動、国際関係や公共部門で
の仕事、LinkedInの活用など、様々なテーマで講演が行われます。
昨年は多くの講演者がブース出展もしています。講演者としての参加に
ご興味のある方は、下記フォームからご登録ください。

ネットワーキング
展示ブースのチャットやライブビデオ、または会場に設営されるバー
チャルラウンジを利用して、見込みのある人材や他の出展者と交流する
ことができます。
また、イベントのLinkedInグループに参加して、事前に参加者への連絡を取っ
たり、フェア終了後に参加者のアフターフォローをすることが可能です。

CVクリニック
キャリア・カウンセラーがビデオ通話で1対1のミーティングを行い、参
加者の就職活動や履歴書に関するアドバイスを行います。

ご興味のある方はこちらから
なお、イベントは全て英語で行われますこと、あらかじめご了承ください。ご不明な点は、
jetaa@jlgc.org.uk までお問い合わせください。
イベントの内容や講演者、その他の参加企業に関する最新情報は、下記SNSでお知らせしま
す。
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