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自衛官などを募集
飼い犬・飼い猫の引き取り方法が
事前相談・予約制に変わります
法律の改正により９月から、飼育困難
と認められない場合などは、犬・猫の引
き取りをお断りすることができるように
なります。
引き取りを求めるときは、必ず事前に
動物指導センターに相談してください。
同センターがやむを得ないと判断した
場合のみ、日時・場所を指定し、有料で
引き取ります。
8同センター（!２２８―０１６８ !２２８―
８１５６）。

地域猫活動を支援
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野良猫の繁殖を抑制し、ふん尿などに
より周辺環境が悪化しないようにするた
めの「地域猫活動」の基本的な考え方、手
法などを記載したガイドブックを動物指
導センター、保健センター（ちぬが丘を
除く）、保健所で配布しています（市ホー
ムページ$アドレスは１ページ参照%から
ダウンロード可）。
また、地域猫活動を行うグループに捕
獲おりの貸し出し、不妊（避妊・去勢）手
術費用の一部助成などの支援を行いま
す。助成額は、１頭につき上限８，
０００
円、１グループ１５頭まで。
申請方法など詳しくは、動物指導セン
ター（!２２８―０１６８ !２２８―８１５６）へ。

不動産鑑定士を募集
平成２７年度の固定資産（土地）の評価替
えに関する標準宅地の鑑定評価を行って
いただける方を募集します。5不動産鑑
定士の資格を持つ方。
7資産税管理課（!２２８―７８５１ !２２８―
７６１８）にある応募用紙を1で８月２０日ま
でに同課へ。;２４人程度。

"自衛官候補生!5１８〜２６歳の方。
#防衛大学校学生!幹部自衛官を養
成。5高校卒（卒業見込みを含む）で２０歳
以下の方。
$防衛医科大学校医学科学生!医師で
ある幹部自衛官を養成。5高校卒（卒業
見込みを含む）で２０歳以下の方。
%防衛医科大学校看護学科学生!看護
師である幹部自衛官を養成。5高校卒
（卒業見込みを含む）で２０歳以下の方。
&陸上自衛隊高等工科学校生徒!陸曹
を養成。5中学校卒業（卒業見込みを含
む）で１６歳以下の男性。
"は男性は９月６日まで、女性は８月
１日〜９月６日、#〜%は９月５〜３０
日、&は１１月１日〜来年１月１０日に受け
付け。
8自衛隊大阪地方協力本部堺出張所
（!・!２３２―１０２６）か市総務課（!２２８―
７０１０ !２２２―０５３６）。

北方領土の早期返還に向けて
８月は北方領土返還運動全国強調月間
です。歯舞（はぼまい）群島・色丹（しこ
たん）島・国後（くなしり）島・択捉（えと
ろふ）島は、わが国固有の領土です。
北方領土について理解を深め、粘り強
く返還を求めていきましょう。
8総務課（!２２８―７０１０ !２２２―０５３６）。

市立堺病院
施設見学会とインターンシップ
堺病院（堺区南安井町１丁１―１）で
は、看護学生や看護師の方を対象に施設
見学会とインターンシップを開催しま
す。
"施設見学会!病院の紹介・見学、新
人研修制度の説明など。８月７・２２日、

さかい
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９月２日、１３〜１５時３０分。#インターン
シップ!看護師とともに施設見学や看護
実践、電子カルテの入力などを病棟で体
験。８月７・２２日、８時４５分〜１６時。
詳しくは同病院ホームページでご覧に
なれます。
7受け付け中。24で必要事項と年
齢、学校名、希望日（"か#も）を同病院
看護局（!２２１―１７００ !２２５―３３０３
nurse"call@sakai"hospital.jp
http#
!!www.
sakai"city"hospital.jp!）へ。9各１００人。
電 子
メール

ホーム
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スマホ・タブレットの
経営活用術セミナー
スマートフォンやタブレット端末を業
務や経営に活用するために必要なアプリ
ケーションやクラウドコンピューティン
グについて学びます。講師は、ファイブ
スター代表取締役・金山義則さん。
８月３０日（金）、１４〜１６時、堺商工会議
所（中百舌鳥駅前）で。無料。
7受け付け中。23<で必要事項と会
社名を同会議所（!２５８―５５８１ !２５８―
５５８０
http#
!!www.sakaicci.or.jp!）へ。9
５０人。
8同会議所か商業流通課（!２２８―８８１４
!２２８―８８１６）。
ホーム
ページ

エコアクション２
１
認証取得に向けた勉強会
市では、中小事業者の方も取り組みや
すい環境経営システム「エコアクション
２１」の認証取得に向けた勉強会の参加者
を募集します。
９月〜来年３月（全４回）、市役所で。
無料。5環境に配慮した取り組みに関心
のある企業。
7234で事業所の名称、業種、所在
地、電話・FAX 番号、電子メールアド
レスと参加者の所属部署、氏名を８月２８
日までに環境都市推進室（!２２８―７５４８
kanto@city.sakai.lg.jp）へ。
!２２８―７０６３
9２０社。
電 子
メール

中小企業活力強化資金融資
5中小企業のうち、市内で設備投資を
行おうとする方や市の指定する産業振興
施策を利用した方。
/融資限度額!５，
０００万円 /金利!
年１．
４％ /融資期間!運転資金７年以
内、設備資金１０年以内 /信用保証料!
市が全額負担
申し込みには不動産などの担保が必要
になるほか、対象となる業種など一定の
要件があります。
詳しくは堺市産業振興センター（!２５５
―８４８４ !２５５―５１６２）へお問い合わせくだ
さい。

関西ネットワークシステム定例会
産官学民の連携組織である関西ネット
ワークシステムの定例会を開催します。
堺や他の地域を拠点に地域おこしや産
学連携などの取り組みを行う方による事
例紹介・取り組み発表と交流会など。
８月１０日（土）、１３時３０分〜２０時、堺市
産業振興センター（中百舌鳥駅前）で。6
参加費１，
０００円、交流会費３，
０００円。
申し込み方法など詳しくは、関西ネッ
!!w
トワークシステムホームページ（http#
ww.kns.gr.jp!）でご覧になれます。
8ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !
２２８―８８１６）。

女性管理職育成のための
上級キャリア・アップセミナー
グループワーク形式で、管理職として
必要なノウハウを学びます。講師は２１世
紀職業財団客員講師・萩原紫津子さん。
９月３日（火）、９時３０分〜１７時、サン
スクエア堺（堺市駅前）で。無料。5中堅
女性社員や管理職をめざす女性。
7受け付け中。234で氏名、電話番
号、会社名、役職、年齢層（「３０代」など）
を雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―８８１６
koyo@city.sakai.lg.jp）へ。9２４人。
電 子
メール

=============================================================
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。
業中は８時３０分）〜１８時３０分の交代制。
業団（北野田駅前 アミナス北野田内
http#
!!www.s
710で履歴書（市販）を"は教務課 !２９４―６１１１ !２３７―６００１
（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８― akai"espa.com!）へ。登録制。
市立堺病院職員
７４３６ !２２８―７４２１）、#は学校環境整備
保育所アルバイト
いずれも堺病院（堺区南安井町１丁１― 室（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !
１）での勤務。受験資格など詳しくは（" ２２８―９２５５ !２２８―７４８７）へ。登録制。
市立保育所での勤務。勤務は週５日、
は８月２４日から）、市役所市政情報セン
１日７時間３０分か週６日、朝夕送迎時の
学校園臨時教職員
ター、区役所市政情報コーナー、堺病院
合計３時間５分。5保育士資格（保育士
市立幼稚園、小・中学校、高校、特別 試験一部合格$有効期間内のみ%、幼稚園
にある受験案内（同病院ホームページ$ht
tp#
!!www. sakai"city"hospital. jp!%か ら ダ ウ 支援学校の教員などが出産や病気などで 教諭免許も可）を持つ方。登録制。
ンロード可）でご覧になれます。
休んでいる間の勤務。
8保育運営課（!２２８―７２３１ !２２２―
６９９７）。
"医療技術、事務!来年１月１日〜４
/講師（5教員免許を持つ方）
月１日に採用予定。締め切りは９月１０日
/養護助教諭（5養護教諭免許を持つ
アルバイト栄養士
（必着）。試験日は９月２１日（土）。
方）
市立小学校数校を巡回勤務。勤務は週
#看護師・助産師!１０月１日〜来年４
/臨時技師（5栄養教諭か栄養士の免
５日、８〜１３時か週４日、８〜１４時。5
月１日に採用予定。詳しくはお問い合わ 許を持つ方）
管理栄養士か栄養士の資格を持つ方。
せください。
/臨時主事（学校事務職員）
710で履歴書（市販）を保健給食課
70で堺市立病院機構経営企画室（!
7.か教職員課（!２２８―７４３８ !２２８―
７８９０）にある申込書（市ホームページ$ア （〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―
２２１―１７５０ !２２５―３３０３）へ。
ドレスは１ページ参照%からダウンロー ７４８９ !２２８―７２５６）へ。登録制。
幼稚園短期臨時職員
ド可）で。登録制。
さかい JOB ステーションセミナー
市立幼稚園での預かり保育業務。5幼
のびのびルームケアワーカー
８月２４日（土）も業務を行います（１２〜
稚園教諭免許か保育士資格を持つ方。
市立小学校に開設している、のびのび １８時）。８月の主なセミナーは次のとお
勤務先と時間は次のとおり。
"百舌鳥幼稚園（北区百舌鳥赤畑町５ ルームで、主に児童の放課後活動の支 り。"〜')*,-は同ステーション
丁７０４）!月・火・木・金曜日は７時３０分 援。月〜金曜日は１２時３０分〜１８時３０分、 （堺東駅前）、(はハローワーク堺（堺東
〜９時か１４〜１９時、水・土曜日、長期休 土曜日と学校長期休業中などは８時３０分 駅前）、+は南サテライト（南区役所内）
業中は７時３０分〜１３時３０分か１３〜１９時の 〜１８時３０分の交代制。高校生などは不 で。いずれも無料。開始時間などはお問
可。６０歳定年（再雇用制度あり）。
い合わせください。
交代制。
詳しくは堺市教育スポーツ振興事業団
"JOB カフェ SAKAI セミナー
#北八下幼稚園（北区南花田町３４５）、
5１５〜３９歳の方。
八田荘幼稚園（中区八田寺町２３１）、白鷺 ホームページでご覧になれます。
72のうえ1で履歴書（市販）を、１３〜
"適職発見〜自分の好きを知ろう〜!
幼稚園（東区白鷺町２丁８―２）!月〜金
曜日、１４時（水曜日は１１時３０分、長期休 １７時（土・日曜日、祝休日は除く）に同事 ９日。#履歴書＆職務経歴書!１３日。$
ホーム
ページ

自分発見〜自分の強みをみつける〜!１６
日。%面接マナー完全習得!２０日。&面
接知識〜面接官の目線を知る〜!２３日。
'実務で活（い）かすエクセル講座〜実践
思考力〜!２８・２９日。
"女性しごとプラザセミナー
5女性の方。
(面接力をアップする脳の整理術!２
日。)再就職を叶えるための基本の"き#
!６日。*私らしく働く!の前に…!２１
日。+無敵の面接マナー!２２日。託児あ
り。,女性のためのはじめてのパソコン
（ワード）!３０日。-女性のためのはじめ
てのパソコン（エクセル）!３０日。
7受け付け中（',-は８月１日か
ら）。12で（,-は８月９日までに）同
$(〜-は!
ステーション（!２３８―４６００
２３８―４６５０% !２３８―４６０５）へ。9"〜$&
各１５人、%８人、'１０人、(２４人、)*
各８人、+１０人。:,-各８人。
8同ステーションか雇用推進課（!２２８
―７４０４ !２２８―８８１６）。

ハローワーク堺が移転します
８月２６日（月）、ハローワーク堺は堺地
方合同庁舎（堺区南瓦町２―２９）に移転し
ます。なお、一部の業務は引き続き現在
の庁舎（堺タカシマヤ$堺東駅前%９階）で
行います。詳しくはハローワーク堺のホ
ームページでご覧になれます。
8ハローワーク堺（!２３８―８３０１ !２３８
―８３１１
http#
!!osaka"hellowork.jsite.mhlw.
go. jp!list!sakai!）か 雇 用 推 進 課（ !２２８―
７４０４ !２２８―８８１６）。
ホーム
ページ

