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堺工業技術研究会新年講演会
「日本のものづくり企業の新たな発展
に向けて」をテーマに、タカコ取締役相
談役・石崎義公さんが講演します。
１月２８日（月）、１６〜１８時、ホテル・ア
ゴーラリージェンシー堺（堺駅前）で。9
２，
０００円。
:受け付け中。67で必要事項を１月
１５日までに、ものづくり支援課（!２２８―
７５３４ !２２８―８８１６）へ。<８０人。

溶接技術コンクール
２月１０日（日）、９時から市立堺高校
（堺区向陵東町１丁１０―１）で。8溶接に
従事している方。9各５，
０００円。
部門は次のとおり。いずれも SS４００を
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使用。
3アーク溶接の部!N―２F・A―２
V（裏板あり）。3半自動炭酸ガスアーク
溶接の部!第１部 SN―２F・SN―２
V 、 第 ２ 部 SN ― １ F ・ SN ― １ V（ 上
進）。3アルゴンガス TIG 溶接の部!T
―１H（横向）。
:7で必要事項を１月２８日までに、も
のづくり支援課（!２２８―７５３４ !２２８―
８８１６）へ。<各２０人。
なお、参加者を対象に１月２９日（火）、
１８時３０分から堺市産業振興センター（中
百舌鳥駅前）で説明会を行います。

介護職合同就職面接会
市内の介護事業所が参加する合同就職
面接会を開催します。8介護職への求職
者。高校生は面接不可（介護職 Q&A コ
ーナーは参加可）。
１月２５日（金）、１０時３０分〜１７時。市民

情報ひろば１
４

会館（堺区翁橋町２丁１―１）大集会室で。
１０時３０分から受け付け、１１時から面接で
は聞きにくいことも質問できる介護職
Q&A コーナー、
１３時から面接会。無料。
直接会場へ。履歴書を持参してください。
2人材確保・育成のためのコンサルテ
ィング希望事業主を募集
雇用の確保や定着などについてコンサ
ルティングを実施します。8市内に事業
所を持つ介護事業主。>１０社。
;さかい介護人材支援センター（!２２５
―５７０２
"祝日を除く月〜金曜日、１０〜１７
時#）か介護保険課（!２２８―７５１３ !２２８―
７８５３）。

ミナーと交流会を開催します。
１月２８日（月）、１４〜１７時、さかい新事
業創造センター（中百舌鳥駅前）で。9
３００円（交流会参加費）。
申し込み方法など詳しくは同センター
ホームページでご覧になれます。;同セ
htt
ンター（!２４０―３７７５ !２４０―３６６２
p#
!!www.s"cube.biz!）か、ものづくり支援
課（!２２８―７５３４ !２２８―８８１６）。
ホーム
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労働メールマガジン
ｅ―わーきんぐ SAKAI 登録者募集

労働者や事業主、求職者の皆さんに、セ
ミナーやイベントの開催案内、労働関係
法令の改正、ハローワーク情報などを毎
事業セミナー・交流会
月１５日ごろにメールで配信します。無料。
S―Cube Cafe
登録方法など詳しくは市ホームページ
手ぬぐいブランド「にじゆら」とブラン （アドレスは１ページ参照）でご覧になれ
ド豚「犬鳴ポーク」の事例をもとに、「地 ます。;雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８
域資源活用型の事業」をテーマとしたセ ―８８１６）。

?????????????????????????????????????????????????????????????
この欄では、就職に関する情報や支援策をお知らせしています。

のびのびルームケアワーカー
市立小学校に開設している、のびのび
堺市教員採用説明会
ルームでの勤務。月〜金曜日は１２時３０分
「ゆめミーティング」
〜１８時３０分、土曜日・長期休業中などは
本市の教育や今年度実施した教員採用 ８時３０分〜１８時３０分の交代制。高校生な
試験の概要説明、指導主事による話な どは不可。６０歳定年。
ど。グループに分かれての相談会も実施
詳しくは堺市教育スポーツ振興事業団
します。8本市の教員をめざしている ホームページでご覧になれます。
方、教職に興味のある方など。
:6のうえ5で履歴書（市販）を月〜金
１月２３日、２月８日、いずれも１９〜２０ 曜日、１３〜１７時に同事業団（北野田駅前
時３０分、市役所本館で。無料。複数日参
アミナス北野田内 !２９４―６１１１ !
http#
!!www.sakai"espa.com!）
２３７―６００１
加不可。
詳しくは市ホームページ（アドレスは へ。登録制。
１ページ参照）でご覧になれます。
図書館短期臨時職員
:受け付け中。61で教職員課（!２２８
―７４３８ !２２８―７８９０）へ。<各６０人。
いずれも市立図書館での勤務。登録
制。8司書か司書補の資格を持つ方（#
学校園臨時教職員
は取得見込みも可）。
市立幼稚園、小・中学校、高校、特別
"４月からの勤務。雇用期間は６カ月
支援学校の教員などが出産や病気などで で、更に最長６カ月延長することがあり
休んでいる間の勤務。
ます。
3講師（8教員免許を持つ方） 3事務
#土・日曜日、祝休日や繁忙期の短期
職員 3栄養職員（8栄養士の資格を持 間。
つ方）
;中央図書館（!２４４―３８１１ !２４４―
:1か教職員課（!２２８―７４３８ !２２８― ３３２１）。
７８９０）にある申込書（市ホームページ"ア
堺市文化振興財団非常勤職員
ドレスは１ページ参照#からダウンロー
４月から文化館（堺市駅前 ベルマー
ド可）で。登録制。
ジュ堺弐番館内）で与謝野晶子文芸作品
幼稚園短期臨時職員
かアルフォンス・ミュシャ美術品の管理
市立幼稚園での預かり保育業務。8幼 ・展示活用などの業務。勤務は週４日、
稚園教諭免許か保育士資格を持つ方。
９〜１７時か９時１５分〜１７時１５分。雇用期
勤務先と時間は次のとおり。
間は１年で、更に延長することがありま
3百舌鳥幼稚園（北区百舌鳥赤畑町５ す。8学芸員資格を持つ方（３月までに
丁７０４）!月・火・木・金曜日は７時３０分 取得見込みも可）。
〜９時か１４〜１９時、水・土曜日・長期休
詳しくは堺市文化振興財団にある募集
業中は７時３０分〜１３時３０分か１３〜１９時の 要項（同財団ホームページからダウンロ
交代制。
ード可）でご覧になれます。締め切りは
3八田荘幼稚園（中区八田寺町２３１）、 １月１８日（必着）。>各１人。;同財団
http#
!!www.
北八下幼稚園（北区南花田町３４５）!月〜 （!２２８―０１１４ !２２８―０１１５
金曜日、１４時（水曜日は１１時３０分、長期 sakai"bunshin.com!）。
休業中は８時３０分）〜１８時３０分の交代
堺観光コンベンション協会任期付職員
制。
４月から堺観光コンベンション協会で
:54で履歴書（市販）を幼児教育支援
室（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ ! 総務・経理事務やプロモーション、イベ
２２８―７６３５ !２２８―７８９０）へ。登録制。
ント関係の業務。勤務は週５日、１日７
時間４５分。雇用期間は１年で、更に延長
短期臨時職員（介助員）
することがあります。8パソコンの基本
市立幼稚園、小・中学校の支援学級、 操作ができ、変則勤務のできる方。
支援学校での障害のある子どもの介助業
:市役所市政情報センター、区役所市
務。8教員免許か保育士、介護福祉士、ホ 政情報コーナー、同協会にある申込書
ームヘルパー、看護師資格などを持つ方。 （同協会ホームページからダウンロード
:54で履歴書（市販）を教務課（〒５９０ 可）で１月１８日（消印有効）までに同協会
―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―７４３６
http#
!!www.
（!２３３―５２５８ !２３３―８４４８
!２２８―７４２１）へ。登録制。
sakai"tcb.or.jp）へ。>若干名。
ホーム
ページ
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保育所職員

着）までに保健医療課（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ !２２８―７５８２ !２２２―１４０６）
へ。面接あり。>１人。

いずれも４月から市立保育所での勤
アルバイト保健師・助産師・看護師
務。
いずれも保健師が出産などで休んでい
2非常勤職員
雇用期間は１年以内で、更に延長する る間の勤務。勤務は週５日、１日７時間
３０分。8保健師か助産師、看護師の資格
ことがあります。
3朝夕保育士!堺・中・北・東・西区 を持つ方。
3堺保健センターでの勤務。:54で
内の保育所での勤務。勤務は週６日、朝
夕送迎時の合計３時間３０分。8保育士登 履歴書（市販）を１月１１日（必着）までに堺
録を受けている方（３月までに登録見込 保健センター（〒５９０―０９５３ 堺区甲斐町
みも可）。試験日は１月２７日（日）。>１３ 東３丁２―６ !２３８―０１２３ !２２７―１５９３）
人程度。3看護師!勤務は週４日、１日 へ。>１人。
3４月から東保健センターでの勤務。
７時間３０分。8看護師か准看護師の資格
を持つ方。試験日は１月２６日（土）。>５ :54で履歴書（市販）を１月３１日（必着）
までに東保健センター（〒５９９―８１１２ 東
人程度。
詳しくは市役所市政情報センター、区 区日置荘原寺町１９５―１ !２８７―８１２０ !
役所市政情報コーナー、保育運営課にあ ２８７―８１３０）へ。>１人。
る募集要項（市ホームページ"アドレスは
さかい JOB ステーション
１ページ参照#からダウンロード可）でご
セミナー
覧になれます。
１月２６日（土）も業務を行います（１２〜
:5で募集要項に添付の履歴書を１月
１８日までに保育運営課（!２２８―７２３１ ! １８時）。
２２２―６９９７）へ。
１月のセミナーは次のとおり。"〜+
2アルバイト職員
-〜0はさかい JOB ステーション（堺
いずれも登録制。
東駅前）、,は南区役所で。いずれも無料。
3保育職員!勤務は週５日、１日７時 開始時間などはお問い合わせください。
間３０分か週６日、朝夕送迎時の合計３時
2JOB カフェ SAKAI セミナー
間５分。8保育士資格（保育士試験一部
8１５〜３９歳の方。
合格"有効期間内のみ#、幼稚園教諭免許
"適職発見セミナー!１月１１日。#面
も可）を持つ方（３月までに取得見込みも 接知識セミナー!１月１５日。$履歴書＆
可）。3事務職員!勤務は週５日、１日 職務経歴書セミナー!１月１６日。%堺の
７時間３０分。3調理職員!勤務は週５ 企業を知ろう!セミナー!１月２１日。&
日、１日７時間１５分。
面接マナー完全習得セミナー!１月２２
;保育運営課。
日。'社会人力を磨く!基礎力養成セミ
ナー!１月２３・２６日。(自分に合う応募
堺市救急医療事業団
先の見つけ方セミナー!１月２４日。)職
非常勤看護師（師長職）
業訓練説明会!１月２９日。
宿院・泉北急病診療センター（８ペー
2女性しごとプラザセミナー
ジの地図参照）での勤務。変則勤務あ
8女性の方。
り。8看護師の資格と自動車運転免許証
*再就職を叶えるための基本の「き」セ
を持ち、小児科の実務経験がある方。
ミナー!１月１７日。+堺の企業を知ろう
詳しくは堺市救急医療事業団ホームペ !セミナー!１月２１日。,私らしく働く
ージでご覧になれます。
!の前に…セミナー!１月２２日。託児あ
:54で履歴書（市販）を堺市救急医療 り。-無敵の面接マナーセミナー!１月
事業団（〒５９０―０１０５ 南区竹城台１丁８― ２５日。.職業訓練説明会!１月２９日。/
１ !２９２―００９９ !２９２―０６２９
http#
!! 女性のためのはじめてのパソコン（ワー
www.sakai９９.or.jp!）へ。>１人。
ド）!１月３０日。0女性のためのはじめ
てのパソコン（エクセル）!１月３１日。
非常勤保健師
:"〜.は１月４日から56で、/0
４月から難病患者宅訪問などの在宅療 は56で１月１０日までに同ステーション
"*〜0は!２３８―４６５０# !
養支援業務。勤務は週４〜５日。雇用期 （!２３８―４６００
間は１年で、更に延長することがありま ２３８―４６０５）へ。<"〜%'〜)+-.各
す。8保健師の資格と自動車運転免許を １６人、&*,各１０人。=/0各７人。
;同ステーションか雇用推進課（!２２８
持つ方。
:54で履歴書（市販）を１月２１日（必 ―７４０４ !２２８―８８１６）。
ホーム
ページ

