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平成２
８年（２
０
１
６年）
２月１日

を持つ方。
+&で履歴書（市販）と登録証の写しを
２月２２日〜３月１０日に消費生活センター
甲南大学教授・灘本明代さんによる漫 （堺東駅前 堺富士ビル６階 !２２１―
才ロボットの開発がテーマのミニ講演会 ６５３８ !２２１―２７９６）へ。試験日は３月１３
や、同大学と市の連携についてのパネル 日（日）。/１人。
ディスカッション（公開討論会）、堺の和
非常勤職員（境界確定業務）
菓子の紹介・試食などを行います。
４月１日から法定外公共物課での境界
２月２４日（水）、１５時３０分〜１７時３０分、
堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前） 確定業務。勤務は週４日、９〜１７時１５
分。期間は１年。*土地家屋調査士の資
で。無料。
申し込み方法など詳しくは、同大学総 格を持ち、パソコンの基本操作ができる
!!www.konan" 方。
合研究所ホームページ（http#
NPO 法人と企業の
u.ac.jp!souken!）でご覧になれます。.８０人。
+&%で履歴書（市販）を２月１２日（必
マッチングイベント
,同大学フロンティア研究推進機構事 着）までに法定外公共物課（〒５９０―００７８
京都産業大学教授・大室悦賀さんによ 務室総合研究所担当（!０７８―４３５―２７５４
堺区南瓦町３―１ !２２８―７０９３ !２２８―
る講演会や、NPO 法人と企業の活動紹 !０７８―４３５―２３２４）か、ものづくり支援課 ８８６５）へ。/１人。
介を含むパネルディスカッション（公開 （!２２８―７５３４ !２２８―８８１６）。
非常勤年金調査員
討論会）、交流会を行います。
４月１日から生活援護課で生活保護受
３月１４日（月）、１５〜１７時３０分、さかい
給者の年金受給資格の確認や手続きなど
新事業創造センター（中百舌鳥駅前）で。
の支援業務。勤務は週２５時間で、期間は
*!NPO 法人、"市内企業。無料。
１年。*日本年金機構（年金事務所）で実
+()で必要事項と法人名を、!は市
s
務経験があり、市区町村の年金業務に相
民協働課（!２２８―７４０５ !２２８―０３７１
hikyo@city.sakai.lg.jp）、"は産業政策課
当する知識がある方。
sansei@cit
（!２２８―７６２９ !２２８―８８１６
+&%で履歴書（市販）を２月１〜５日
短期臨時職員
y.sakai.lg.jp）へ。受付期間は２月２日〜
に生活援護管理課（〒５９０―００７８ 堺区南
（一般事務・用務など）
３月１０日。-３０人。
瓦町３―１ !２２８―７４１２ !２２８―７８５３）
４月１日から市役所（出先機関を含む） へ。/１人程度。
よりよい介護職場づくりの
での勤務。期間は最長６カ月で延長する
非常勤年金相談員
事例共有会
ことがあります。*パソコンの基本操作
第１部（!）は桃山学院大学教授・川井 ができる方（職務内容によって特定の経
４月１日から区役所で国民年金の申請
太加子さんによる講演や、さかい介護人 験・資格などが必要な場合あり）。
受け付けや年金相談などの業務。勤務は
材アンケートを活用して職場環境改善に
詳しくは市役所市政情報センター、区 週４日か５日、３０時間。期間は１年で延
取り組む介護事業者による事例発表、第 役所市政情報コーナー、人事課にある募 長することがあります。*年金事務所か
２部（"）は介護人材確保のためのワーク 集要項・申込書（市ホームページ"アドレ 市区町村での年金実務経験のある方か、
ショップを行います。
スは１ページ参照#からダウンロード可） 社会保険労務士の資格かこれに相当する
２月８日（月）、１３時３０分〜１６時３０分、 でご覧になれます。
知識と経験を持つ方。
市役所本館で。*市内介護事業者。無料。
詳しくは市ホームページ（アドレスは
+#か申込書を同課（!２２８―７９０７ !
+受け付け中。()で事業者名、電話 ２２８―８８２３）へ。登録制。
１ページ参照）でご覧になれます。
番号、参加者氏名（１事業者につき!は
+&%で履歴書（市販）と資格証明書類
図書館短期臨時職員
２人まで、"は１人""のみの参加不
を２月９日（消印有効）までに医療年金課
いずれも市立図書館での勤務。*司書 （〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―
可#）を２月５日までに介護保険課（!２２８
―７５１３ !２２８―７８５３
kaiho@city.sakai.l か司書補の資格を持つ方（"は取得見込 ７３７５ !２２２―１４５２）へ。面接日は２月１９
g.jp）へ。-!８０人、"２５人。
日（金）。/４人程度。
みも可）。
!４月からの勤務。期間は６カ月で延
さかい新事業創造センター
非常勤要介護認定等調査員
長することがあります。２月２０日（土）に
入居者募集
４月１日から区役所で介護保険要介護
説明会あり。
さかい新事業創造センター（中百舌鳥
"土・日曜日、祝休日や繁忙期の短期 認定などの訪問調査業務。勤務は週４
駅前）では経営相談、金融機関や協力企 間の勤務。
日、９〜１７時１５分。*介護福祉士・看護
業とのマッチングなど、入居企業を総合
+'のうえ、&で履歴書（市販）と市立 師（准看護師も可）・介護支援専門員・作
!!www.lib"sakai. 業療法士・社会福祉士・理学療法士のい
的に支援します。*創業準備段階の個人 図書館ホームページ（http#
jp!）内の調査表を中央図書館（堺区大仙 ずれかの資格を持つ方。または、介護職
や創業間もない中小企業。
中町１８―１ !２４４―３８１１ !２４４―３３２１） 員初任者研修受講済者かホームヘルパー
募集物件は次のとおり。
$創業準備デスク（約３!のドア付き へ。!の締め切りは２月２０日、面接日は ２級以上の取得者で取得後、実務経験が
２月２７日か２８日。"は登録制。
ブース）
２年以上ある方。
$オフィス（１５!・２０!）
+&%で履歴書（市販）と資格証の写
非常勤職員（計量業務）
募集要項など詳しくは、同センターホ
し、応募動機（自筆８００字程度）を２月２２
!!www.s"cube.biz!）でご覧
４月１日から消費生活センターで立入 日（必着）までに介護保険課（〒５９０―００７８
ームページ（http#
になれます。
検査などの計量検査業務。勤務は週４
堺区南瓦町３―１ !２２８―７５１３ !２２８
,同センター（!２４０―３７７５ !２４０― 日、９〜１７時１５分。期間は１年で延長す ―７８５３）へ。書類選考後、試験・面接（２
３６６２）。
ることがあります。*一般計量士の資格 月２７日"土#）あり。/若干名。

シンポジウム
「堺の魅力、甲南の魅力」
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"０１２０―４８―８１７７へ

宅配もれは
ケーブルテレビ
J:COM 堺１１チャンネル
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※特別番組などで放送時間・内容を変更
・休止する場合があります。

過去の番組は市ホームペ
ージ（アドレスは１ペー
ジ参照）でもご覧になれ
ます（一部を除く）
。

５日まで

地域で支える認知症

６〜１
２日

堺が生んだ歌人

１
３〜１
９日

学びを育てるサイエンス

２
０〜２
６日

ごみを減らそう〜子どもたちの未来のために〜

２
７日〜３月４日

与謝野晶子からのメッセージ

みんなの力で課題を解決
問合

発行日前月の末日までにお届けします（荒
天のときは異なります）。お届けは宅配日の
午後８時までとしていますので、ご家庭によ
り宅配時間が異なります。
なお、月初めになっても届かないときは、
上記のフリーダイヤルかニワダニネットワー
８
１
０ !２
７
９―９
９
８
０）
まで連
クシステム
（!２
７
０―８
絡いただきますようお願いします。

広告のお問い合わせ
住みよい堺へ

広報課（!２
２
８―７
４
０
２ !２
２
８―８
１
０
１）

広告の掲載についてのお問い合わせは広告
代理店宣成社（!０６―６２２２―６８８８ !０６―６２２２―
７
４
４
４）
へ。

非常勤家庭相談員
４月１日から区役所の保健福祉総合セ
ンターなどで子どもの養育や福祉の相談
・助言業務。勤務は週４日（週２５時間）。
期間は１年で延長することがあります。
*大学（短大を除く）で児童福祉・社会福
祉・児童学・心理学・教育学・社会学の
いずれかを専修する学科を履修し卒業し
た方か、医師・社会福祉士などの資格を
持つ方か、社会福祉主事として２年以上
児童福祉事業に従事した方。
応募資格など詳しくは、２月１日から
子ども家庭課にある募集要項（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）でご覧になれます。
+&%で履歴書（市販）を３月４日（必
着）までに子ども家庭課（〒５９０―００７８ 堺
区南瓦町３―１ !２２８―７３３１ !２２８―
８３４１）へ 。 試 験 ・ 面 接 日 は ３ 月１３日
（日）。/３人程度。

障害者虐待防止担当
非常勤相談員
４月１日から障害者虐待防止の相談・
助言・通報受付などの業務。勤務は週４
日、３０時間。期間は１年で延長すること
があります。*社会福祉士か精神保健福
祉士の資格を持つ方。
+&%で履歴書（市販）を２月２６日（必
着）までに障害施策推進課（〒５９０―００７８
堺区南瓦町３―１ !２２８―７８１８ !２２８―
８９１８）へ 。 試 験 ・ 面 接 日 は ３ 月 ６ 日
（日）。/１人。

食品衛生課短期臨時職員
３月９日から食品衛生課で食品衛生監
視員の補助業務。勤務は週５日、９時１５
分〜１７時３０分。期間は６カ月で延長する
ことがあります。*獣医師か薬剤師の資
格を持つ方か、大学で獣医学・薬学・畜
産学・水産学・農芸化学・食品衛生監視
員の養成課程のいずれかを修了し、パソ
コンの基本操作ができる方。
+&%で履歴書（市販）を２月２４日（必
着）までに食品衛生課（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ !２２２―９９２５ !２２２―１４０６）
へ。/１人。

結核治療の訪問支援員
結核治療で通院中の患者宅へ訪問し、
服薬や健康状態を確認する業務など。*
６４歳以下で保健師か看護師、薬剤師の資
格を持つ方。
申し込み方法など詳しくは、感染症対
策課（!２２２―９９３３ !２２２―９８７６）へ。登録
制。

アルバイト保健師
３月１０日から保健医療課で保健師が出
産などで休んでいる間の勤務。勤務は週
５日、９〜１７時１５分。*保健師の資格を
持つ方。
+&%で履歴書（市販）を２月１０日（必
着）までに保健医療課（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ !２２８―７５８２ !２２２―１４０６）
へ。/１人。

アルバイト保健師・
助産師・看護師
３月９日か４月１日から堺保健センタ
ーで保健師が出産などで休んでいる間の
勤務。勤務は週５日、９〜１７時１５分（日
数・時間相談可）。*保健師か助産師、
看護師の資格を持つ方。
+&%で履歴書（市販）を２月１０日（必
着）までに堺保健センター（〒５９０―０９５３
堺区甲斐町東３丁２―６ !２３８―０１２３
!２２７―１５９３）へ。/若干名。

