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広報

平成28年（2016年）9月1日

議所美原支所（☎362-0011 FAX361-2321
keiei-shien@sakaicci.or.jp）へ。
同会議所美原支所か、ものづくり支
援課（☎228-7534 FAX228-8816）。

記号の見方
時間は24時間表記
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lg.jp/shisei/gyosei/it/denshishinsei/)

申し込み要領

ッ プ さ か い（ ☎244-3711 FAX244-3771）
へ。就労相談と同時に申し込むこともで
きます。受付期間は９月12日〜10月14
日。 15人。

電 子
メール

再就職をめざす女性向け
お仕事への復帰体験研修



出産や育児などの理由で離職してか
ら６カ月以上経過する市内在住の女性求
職者。無料。託児あり（ 未就学児）。
研修日程は次のとおり。
座学研修＝10月21・24・26・27日、
月 ③申し込みは１通につき１人１講座で同一講座への重複申し込みは不可
④２人以上での申し込みが可能な場合は全員の必要事項を記入
11月16日、10〜17時、イング堺東校（堺
東駅前）で。 職場体験（インターンシッ
１階の堺産品の販売店、ショップアピー プ研修）＝11月７〜25日のうち10日間、
ルは９月30日で閉店します。
週３〜５日、１日４〜８時間（実施日は
閉店後は市内中小企業の魅力や企業向 受け入れ企業により異なる）、市内企業
け支援情報を発信するスペースとして、 で。事前説明会を９月14・27日、10月５
11月上旬にリニューアルします。
・７・11・13日に行います。
同 セ ン タ ー（ ☎255-1223 FAX255申し込み方法など詳しくは、同校（☎
９月10日は下水道の日
5200）。
223-4004 FAX247-8104）へ。 10人。
下水道の日を記念して、三宝下水処理
同校か雇用推進課（☎228-7404 FAX
さかい新事業創造センター 
場で育てたアジサイの苗木を配布しま
228-8816）。
経営実務勉強会
す。
さかい合同企業説明会
経営の基礎知識を学びます。講師は経
９月９日（金）、10時30分から区役所
若年者の採用に積極的な市内企業約51
（北区役所を除く）・上下水道局本庁舎 営支援の専門組織・さかい企業家応援
社が参加します。
（北区百舌鳥梅北町１丁39-２）で。 堺 団。
区300本、中・東・西・南区・同本庁舎
９月９日（金）、14〜17時30分、堺市産
９月８日〜11月10日の木曜日（祝日の
各100本、美原区60本。
場合は前日）、18時45分〜20時45分、さ 業振興センター（中百舌鳥駅前）イベント
なお、苗木の生育状況により配布数が かい新事業創造センター（中百舌鳥駅前） ホールで。 来春に大学などを卒業予定
減少することもあります。 同局総務課 で。 これから起業をめざす方や創業間 か卒業後おおむね３年以内の方。無料。
もない方など。無料。
（☎250-9208 FAX250-6600）。
直接会場へ。当日、11時30分からオープ
申し込み方法など詳しくは、同センタ ニングセミナー、12時30分から先輩社員
９月の
ー ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.s-cube. との交流会を行います。
日程表
biz/）でご覧になれます。
詳しくは、さかいJOBステーション
当日と翌日の献血会場のご案内
0120-326759
http://wanonaka.jp/
同 セ ン タ ー（ ☎240-3775 FAX240- （☎238-4600 FAX238-4605）か雇用推進課
堺東献血ルーム（堺東駅前 りそ
3662）。
（☎228-7404 FAX228-8816）へ。
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はがき、FAXで申し込む場合、特記のない限り以下に注意してください。
①必要事項（郵便番号・住所、
氏名
【ふりがなも】
、
電話・FAX番号）
を必ず記入
②募集項目（必要な場合は希望日時、コースなども）
を必ず記入

く ら し

献血にご協力を（

）

ホーム
ページ

な堺東ビル５階） 10〜13時、14〜18
時（成分献血は17時30分まで）
。休みは
木曜日、第３日曜日とその翌日。
そのほかの献血会場など

ダイバーシティ経営戦略セミナー
｢人材の多様性を組織の力に〜ダイバ
ーシティ経営のすすめ〜｣をテーマに、
21世紀職業財団客員講師・深海慶子さん
による講演などを行います。
９月15日（木）、15〜17時、堺経営者協
会（東洋ビル〈堺東駅前〉）で。 市内事業
所の事業主、人事労務担当者、勤労者な
ど。無料。
受け付け中。
で事業所名、参
加者の氏名、役職名、電話番号を雇用推
koyo
進課（☎228-7404 FAX228-8816
@city.sakai.lg.jp）へ。 50人。

３日 10：00〜12：00、13：00〜16：30
（土） イオンモール堺北花田
15日 10：00〜12：00、13：00〜16：30
（木） 北野田駅前
17日 10：00〜16：30
（土） イオンモール堺鉄砲町
18日 10：00〜12：00、13：00〜16：00
（日） 新金岡町ブリック公園
29日 10：00〜12：30、13：30〜16：30
（木） 北野田駅前

電 子
メール

いずれの会場も400mℓ献血に限定して
います。詳しくは市民協働課
（☎2287405 FAX228-0371）へ。

金融セミナー＆個別相談会「数字に強い
社長になって経理力UP!」個人事業者編

計画的に資金調達を行うため、金融機
関への説明力などを高めるセミナーで
す。政府系金融機関融資担当者と個別相
談もできます。
９月28日（水）、14〜17時、堺商工会議
所美原支所（美原区北余部661-４）で。
ショップアピールを閉店
市内個人事業者。 4,320円。
堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前）
で必要事項と事業所名を同会

産業 労働

今月の広報番組
J:COM 堺11チャンネル

15：00〜15：15 ※特別番組などで放送時間・内容を変更
22：15〜22：30 ・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）。

２日まで

新しくなった
「人権ふれあいセンター」
へ行ってみよう

３〜９日

平和への強い思い〜自由都市・堺

10〜16日

応援しよう スポーツで夢を育む堺のチーム

17〜23日

地域で支える認知症

24〜30日

みんなの力で課題を解決
問合

平和貢献賞〜

住みよい堺へ

広報課
（☎228-7402 FAX228-8101）



就労支援
マンション管理員基礎講座



仕事と家庭を賢く両立したい女性に向
けたセミナーを行います。
９月23日（金）、10時30分〜12時30分、
サンスクエア堺（堺市駅前）で。 府内在
住の再就職や復職をめざす女性など。
で女性向けキャリアサポート事
https
業運営事務局（☎06-6346-6303
://www.womancadeo.jp/）へ。
大 阪 市 雇 用・ 勤 労 施 策 課（ ☎066208-7351 FAX06-6202-7073）か堺市雇用
推進課（☎228-7404 FAX228-8816）。
ホーム
ページ

介護のお仕事ミニ合同企業面接会
市内の介護事業所約４社が参加し企業
PRを行います。
９月27日（火）、12時30分〜16時、ジョ
ブシップさかい（堺区大仙西町２丁69９）別館２階研修室で。 介護職への求
職者。無料。直接会場へ。履歴書持参。
ジョブシップさかい（☎244-3711
FAX244-3771）。

堺市産業振興センター
貸会場のご利用を



堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前）
では大小会議室、セミナー室、イベント
ホールなど、14会場が利用できます。
申し込み方法など詳しくは、同センタ
ー（☎255-0111 FAX255-3570）へ。

サンスクエア講座

サンスクエア堺（堺市駅前）では、後期
（10月〜来年２月）の講座を表のとおり開
９月から保育士試験向け講座（通信制 催します。 市内在住・在勤の勤労者と
など）の受講費用の補助を開始します。 その家族、市内在住の求職者。
試験により保育士資格（府の地域限定保
講座名
曜日 抽選
育士を含む）を取得し、市内の民間認定
家庭料理
（和・洋・中）
水 30人
こども園などに就職した方に、受講費用
はじめての花道（みささぎ流） 水 18人
の２分の１（上限15万円）を補助します。
茶道（裏千家、初心者向け） 木 20人
詳しくは幼保運営課（☎228-7231 FAX
陶芸
（茶わん、置物など） 日・月 20人
222-6997）へ。

マンション管理員として働くために業
務に必要な知識・技能を学びます。
11月11・14〜17日、ジョブシップさか
い（堺区大仙西町２丁69-９）と長谷工ラ
イフ関西支社（大阪市中央区）で。 マン
ション管理員として就職を希望する市内
在住の求職中の方で、ジョブシップさか
いが実施している就労相談（11ページの
「今月の相談」参照）を利用したことがあ
り、全日程参加できる方。 3,000円。
申し込み方法など詳しくは、ジョブシ

広報さかい
宅配もれは

0120-48-8177へ

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
クシステム
（☎270-8810 FAX279-9980）まで
連絡いただきますようお願いします。

広告のお問い合わせ
広告の掲載についてのお問い合わせは広告
代理店ホープ
（☎092-716-1404 FAX092-7161467）
へ。

はじめての24式太極拳

水

35人

ヨガＡ
（ヨガＢと同内容）

土

50人

ヨガＢ
（ヨガＡと同内容）

土

50人

笑気功
（ツボ押しなど）

金

35人

バドミントン

木

24人

太極柔力球でエクササイズ

日

20人

パーソナルカラー

土

20人

園芸（クリスマスリースなど）

日

20人

入門英会話

木

18人

英会話
（基礎初級）
初回ⒶⒷクラス分け
英会話
（中級）

火Ⓐ 各
火Ⓑ 18人
水

18人

経理・労務の実務セミナー※ 火・木 30人
イタリア料理

日

24人

男のイタリア料理

日

24人

クリスマスパーティーを家庭で
楽しもう（料理・洋菓子など）

土

24人

パソコン

ケーブルテレビ

保育士試験向け講座
受講費用を補助

一時保育付き

仕事と家庭の両立支援セミナー

10月開講＝ワード・エクセ
ル
（初級）
、ワード
（初級）
、エ
クセル
（初級）
、アクセス（初 各
級）
、ホームページ作成
（ 基 10人
礎）＊開催日やコースなど詳
しくはお問い合わせください。

で必要事項と職業、希望講
座名を９月29日（※は20日）
（必着）までに
SCKサービスセンター｢サンスクエア講
座｣係（〒590-0014 堺区田出井町２-１
サンスクエア堺内 ☎222-3561 FAX
http://www.sck.or.jp/）
222-8522
へ。開催時間や料金など詳しくは、同セ
ンターへ。
ホーム
ページ

