
平成28年(2016年)10月25日発行
東京都産業労働局雇用就業部調整課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
☎03(5320)4646
印刷物規格表１類 印刷番号(27)74
東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト

TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

P2
P3
P3
P4
P5

10
2016

第1330号

非正規労働に関するセミナー＆相談会、電話特別相談を実施します⽒
技能祭を実施します⽒
第15回東京アビリンピック出場選手を募集
東京労働局からのお知らせ
職業能力開発センター入校生募集等お知らせ

【事業全般に関する問合せ先】産業労働局 雇用就業部 就業推進課 ☎03-5320-4720
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/ouen/

 
〔日時〕11月１日(火)
第１部：12時30分～15時(受付：12時～14時)
第２部：16時～18時30分(受付：15時30分～17時30分)

〔対象〕来春大学等卒業予定者、既卒者
〔会場〕京王プラザホテル八王子
〔参加企業数〕90社(各部45社ずつ)
入退場自由・予約不要です。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/gomen/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 就業推進課

☎03-5320-4720
東京新卒応援ハローワーク
☎03-5339-8609

くく
欧文組版職人が語る⽑「自分を魅せる仕事術～オンリ
ーワンの“ものづくり”～」
〔日時〕11月７日(月)13時30分～16時(受付：13時～)
〔講師〕有限会社 嘉瑞工房

代表取締役 髙岡 昌生 氏
〔対象〕44歳以下の求職者、学生、
ものづくり企業に関心のある方
〔定員〕70名
〔会場〕東京しごとセンター・地下講堂
申込みは、電話で。先着受付中です。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/chuo/topic.html
【申込み・問合せ先】東京しごとセンター

☎03-5211-2851

ッッ
中小企業による国内最大級のトレードショー「産業

交流展2016」の各出展企業ブースを訪問するツアーを
実施するほか、就職活動に役立つ「就活ハッケン講座」
も開催します。
〔日時〕11月１日(火)10時～16時30分
※開催時間は各内容により異なります。（詳細は で。）
〔会場〕東京ビッグサイト
〔対象〕学生及び概ね20歳代の若年者
【申込み先】「東京カイシャハッケンツアー」事務局

http://www.kaisyahakken.metro.tokyo.jp/tour/index.html
※当日は、東京しごとセンターの人気セミナーを集結した
「Oneday就活カレッジ」を同時開催します(Ｐ６参照）。

http://www.tokyoshigoto-young.jp/event/2850

ト ト
〔日時〕11月14日(月)13時～16時30分
〔対象〕来春大学等卒業予定者、既卒３年以内の求職者
〔定員〕100名
〔会場〕京王プラザホテル八王子
〔参加企業数〕20社
申込みは、電話または で。先着受付中です。
http://www.tokyoshigoto.jp/tama/

※事前に、東京しごとセンター多摩への利用者登録が必要です。
【申込み先】東京しごとセンター多摩

☎042-329-4524

東京都は、これから働こうとする若者を応援するため、11月を「東京都若者しごと応援月間」と定め、様々な取組
を実施します。
今年度も、若者の職業的自立支援に取り組む行政、教育界、産業界など、「東京都若年者就業推進ネットワーク会

議」を構成する各団体が連携・協力し、若者の早期就職を支援します。ぜひご参加ください。※「東京都若年者就業推進
ネットワーク会議」は、行政機関（東京都・東京労働局・足立区・立川市)、教育界、産業界等の各団体で構成され、若年者の職業的自
立支援に取り組んでいます。

   TOPICSTOPICS
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雇用形態の多様化が進む中で、パート、派遣、契約社員など非正規労働者が増加し、東京都に寄せられる非正規労

働者に関する労働相談は年間18,000件と全体の３分の１を超えています。労働相談情報センターでは、11月を「パー
ト・派遣・契約社員等の労働月間」と定め、集中的な取組を実施します。ぜひご利用ください。

電話特別相談…場さまざまな疑問や悩みについて、ご相談にじます

日時 11月８日(火)・９日(水) ９時～17時 東京都ろうどう110番 ☎0570-00-6110

＆相談…法改正内容を含め、労働法や社保険などについて専門家が解します
※受講料無料、各回定員60名、１日ごとにお申込みいただけます。
※託児あり(多摩市関戸公民館)【事前申込制、定員あり】10月31日(月)までに電話でお申込みください(☎042-643-0278)。

【事業全般に関する問合せ先】労働相談情報センター 事業普及課 ☎03-5211-2209
(ＴＯＫＹＯはたらくネット http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu/）

対
象 タイトル 内 容 実施日時 講 師 相談会

時 間 会 場 申 込 先

労

働

者

向

け

パートで働くとき
のポイント解説

～労働法と社会保
険・税金のはなし～

知っておきたい労働
法

11月８日(火）
13：30～15：30 大西 綾子 氏

(特定社会保険
労務士)

15：30
～
16：30 南部労政会館

(品川区大崎)

労働相談
情報センター
大崎事務所
☎03-3495-4872

知っておきたい社会
保険、労働保険、税
金

11月９日(水)
13：30～15：30

15：30
～
16：30

悩み解決⽑

知って得する「パー
ト労働の基礎知識」

パートタイム労働者
にも労働法は適用さ
れる

11月15日(火)
13：00～15：00 森井 博子 氏

(特定社会保険
労務士)

15：00
～
16：00

労働相談
情報センター
池袋事務所３階
(豊島区東池袋)

同センター
池袋事務所
☎03-5954-6505パートタイム労働者

の知っておきたい社
会保険・税金

11月16日(水)
13：00～15：00

15：00
～
16：00

パートタイマーの
日頃の疑問に答え
ます⽑

～法律から給与明細
の読み方、労働・社
会保険、税金まで～

パートで働く人のた
めの法律
～就職から労働契約
の終了・更新まで～

11月21日(月)
13：30～15：30

田島 ひとみ 氏
(社会保険労務士)

15：30
～
16：30

国分寺労政会館
４階
(国分寺市南町）

同センター
国分寺事務所
☎042-323-8511

パートタイマーと労
働・社会保険、税金
～給与明細の読み
方、各種保険制度、
税金のポイント～

11月24日(木)
13：30～15：30

15：30
～
16：30

知っておきたい⽑

パート・契約社員
で働くときに役立
つ基礎知識

パート・契約社員で
働くときの労働法の
基礎知識

11月15日(火)
13：30～15：30

横山 玲子 氏
(社会保険労務士)

15：30
～
16：30 多摩市立

関戸公民館
(多摩市関戸)

同センター
八王子事務所
☎042-643-0278

パート・契約社員で
働くときの雇用保
険、社会保険、税金
の基礎知識

11月17日(木)
13：30～15：30

15：30
～
16：30

使

用

者

向

け

契約社員、派遣社員
の「雇用管理＆健康
管理」対策講座

契約社員、派遣社員
の雇用管理（無期転
換ルール、不合理な
差別の禁止など）

11月10日(木)
14：00～16：00

千葉 博 氏
(弁護士)

16：00
～
17：00

東京しごとセンター
９階 セミナー室
(千代田区飯田橋)

同センター
事業普及課
☎03-5211-2209

契約社員、派遣社員
の安全衛生と健康管
理（健康診断、ロコ
モ、ストレスチェッ
クなど）

11月25日(金)
14：00～16：00

高橋 さなえ 氏
(保健師)
野村 恵子 氏
(精神保健福祉士)

16：00
～
17：00

労働者派遣

～改正労働者派遣法
により企業に求めら
れる対応と留意点～

改正労働者派遣法の
ポイント

11月７日(月)
13：30～15：30 木下 潮音 氏

(弁護士)

15：30
～
16：30 江東区亀戸文化

センター５階
(江東区亀戸)

同センター
亀戸事務所
☎03-3682-6321関連法のポイント 11月21日(月)

13：30～15：30
15：30
～
16：30
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東京都では、毎年11月を『職業能力開発促進月間』と定め、各種事業を実施しています。今
年度も、地域との交流を深め、職業訓練で製作した作品の展示やものづくり体験などを通じ
て、都民の皆様に技術や技能の魅力をお伝えするため、都立職業能力開発センターにて「技能
祭」を開催します。ぜひお越しください。

【事業全般に関する問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課 ☎03-5320-4715

 ～未来つなごう 光 輝く～ 

日 時 開 催 校 最 寄 駅 問 合 せ 先

11月３日(木･祝)

中央･城北職業能力開発センター板橋校 JR埼京線 浮間舟渡 ☎03-3966-4131
城南職業能力開発センター大田校 京浜急行空港線 大鳥居 ☎03-3744-1013
城東職業能力開発センター(台東分校と共同開催) 東京メトロ 綾瀬 ほか ☎03-3605-6140
城東職業能力開発センター江戸川校 JR総武線 新小岩からバス ☎03-5607-3681
多摩職業能力開発センター八王子校 JR中央線 八王子 ほか ☎042-622-8201
多摩職業能力開発センター府中校 京王線 中河原 ☎042-367-8201

11月５日(土) 中央･城北職業能力開発センター赤羽校 JR埼京線 十条 ほか ☎03-3909-8333
11月８日(火) 中央･城北職業能力開発センター高年齢者校 JR・東京メトロ・都営 飯田橋 ☎03-5211-2340
11月11日(金) 中央･城北職業能力開発センター JR・東京メトロ・都営 飯田橋 ☎03-5800-2611
11月12日(土) 東京障害者職業能力開発校 西武線 小川 ほか ☎042-341-1411
11月23日(水･祝) 城南職業能力開発センター りんかい線 品川シーサイド ほか ☎03-3472-3411
※時間はすべて10時～15時 ※多摩職業能力開発センター(☎042-500-8700)の技能祭は10月22日(土)に開催





東京都では、毎年１回、東京の技能振興を支える企業・職人を表彰しています。今年の表彰式では、東京都優秀
技能者(東京マイスター)※1、東京都中小企業技能人材育成大賞※2、優良認定職業訓練実施団体及び認定職業訓練
功労者、技能検定功労者、技能競技大会成績優秀者、技能検定試験成績優秀者を表彰します。
〔日時〕11月11日(金)13時～14時15分 〔会場〕東京都庁第一本庁舎５階 大会議場
※1 東京マイスター：都内に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と認められる方を都知事が認定するもの
※2 東京都中小企業技能人材育成大賞：都内の中小企業等で技能者の育成と技能継承に取り組み、特に成果をあげた企業に対して贈呈
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課 ☎03-5320-4715

東京都(東京)東京都(東京)

15東京 15東京

「アビリンピック」とは、障害のある方が技能を
互いに競い合う障害者技能競技大会のことで、東
京都では、毎年「東京アビリンピック」を開催し
ています。
このたび、「第15回東京アビリンピック」の出場

選手を募集します。
申込みを希望する方は、下記申込み先へ必要書

類を郵送して下さい(申込期間内必着)。
〔申込期間〕10月31日(月)～11月18日(金)
【申込み先】(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京支部 高齢・障害者業務課
(〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12)
☎03-5638-2794 03-5638-2282

詳細は で。
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/tokyo/13_ks.html

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課
☎03-5320-4717

東京の東京の
〔日時〕平成29年２月19日(日)９時15分～15時30分
〔競技種目〕
①身体障害者・知的障害者・
精神障害者対象
ワード・プロセッサ定員12名
DTP定員10名
ホームページ定員５名
表計算定員７名
オフィスアシスタント定員15名
ビルクリーニング定員14名
喫茶サービス定員15名
②視覚障害者対象
パソコン操作定員10名
③知的障害者対象
パソコンデータ入力定員10名
〔会場〕職業能力開発総合大学校（小平市小川西町2-32-1）
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東京労働局からのお知らせ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

11月は労働保険適用促進強化期間です
厚生労働省では、11月を「労働保

険適用促進強化期間」とし、集中的
な適用促進活動を展開しています。
東京労働局においても、①労働

保険は国の強制保険であること②
短時間労働者であっても保険対象
になること③自分の職場が労働保
険に加入しているかどうか等、保
険制度の内容や趣旨について、事
業者や労働者に理解を深めていただくための広報活動
等を展開しています。
厚生労働省では、どなたでも、労働保険の加入状況を

把握(検索)できるよう、ホームページにおいて労働保
険適用事業場情報の公表を行っています。
http://www.mhlw.go.jp/

【問合せ先】東京労働局 労働保険徴収部 適用･事務組合課
☎03-3512-1628

過重労働解消セミナーの開催のお知らせ
厚生労働省の委託事業として、過重労働解消のため

のセミナーを開催します。労働基準法を中心とした過
重労働防止対策に必要な知識やノウハウについて、実
際に取り組める事例の紹介などを盛り込んで、詳しく
解説します。
〔日時〕①10月28日(金)、11月22日(火)

②11月11日(金)、11月30日(水)
いずれも14時～16時30分

〔会場〕①LEC新宿エルタワー（新宿区西新宿1-6-1）
②LEC水道橋本校（千代田区三崎町2-2-15）

〔対象〕事業主の方、企業の労務担当責任者の方など
〔定員〕各回100名（先着順）
〔内容〕過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、
取組事例紹介など
※参加費無料
※セミナーの詳細と申込みは、以下の で。
http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

【問合せ先】過重労働解消セミナー運営事務局
☎03-5913-6033（平日９時～18時）

｢東京労働局 めざせ⽑今こそ正社員⽑プロジェクト｣スタート⽑
正社員就職を応援するため、平成28年10月から「東

京労働局 めざせ⽑今こそ正社員⽑プロジェクト」を
実施中です。12月までの３ヶ月間、都内17のハローワ
ークが、正社員就職に向けたさまざまな支援を集中的
に実施します。
期間中は、新卒者・若年者・介護就職を希望する方

等、各種面接会・セミナー等のイベントも開催します。
是非お近くのハローワークへお気軽にご相談ください。
各イベントの詳細につきましては、東京労働局

に随時掲載予定です。
【問合せ先】東京労働局 職業安定部 職業安定課

☎03-3512-1655
または 都内ハローワークへ

『2016介護就職デイ ふくしワーク就職フェア』
～福祉の仕事就職面接会開催のお知らせ～

〔日時〕11月11日(金)
〔場所〕新宿エルタワー30階 サンスカイルーム
〔内容〕13時～14時 福祉業界セミナー

｢『介護職』というライフスタイル メリットデメリット」
14時30分～16時30分 就職面接会

（23区内の40社が参加予定)
〔対象〕福祉分野での就職を希望する方

（平成29年３月卒業予定の学生の方は含まれません)
※入退場自由です｡※１日で複数の会社と面接可能です。
※詳細は東京労働局 をご覧ください。
【問合せ先】東京労働局 職業安定部 職業安定課

☎03-3512-1656

「業務改善助成金」のご利用を⽒
東京都最低賃金932円の引上げに伴う環境整備のた

め、中小企業・小規模事業者の皆さまを支援する助成金
事業を拡充しましたのでご活用くだ
さい。
【問合せ先】
東京都最低賃金総合相談支援センター
〒102-0084 千代田区二番町9-8
東京労働基準協会連合会内
☎0120-311-615

http://www.toukiren.or.jp/join05.html
～改正育児・介護休業法等関係～

改正法･雇用均等セミナー､個別相談会のご案内
平成29年１月１日に施行される改正育児・介護休業

法の内容及び事業主の皆さまが講ずべき措置等を解説
するセミナーを開催します。
また、改正法に対応した就業規則の整備やハラスメ

ント対策に係るご質問等をお受けするため、企業を対
象に個別相談会を開催します。
○セミナー
〔日時〕11月４日(金)14時～

11月30日(水)９時30分～、14時～
〔場所〕日本教育会館 一ツ橋ホール
※東京労働局 で追加開催もご案内しています。
○個別相談会 平成28年10月から毎週２日程度
※詳細な日時は東京労働局 をご覧ください。
【申込み方法】
東京労働局 から申込用紙をダウンロードし、 に
てお申し込みください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

【問合せ先、申込み先】
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 両立担当
☎03-3512-1611、 03-3512-1555



～東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト～ TOKYOはたらくネット http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

■能力開発タ9１月入校生募集
①一般(６か月)溶接、配管、介護サービス、マンション

改修施工など７科目
②高年齢者(概ね50歳以上)
（６か月)ビル管理、電気設備管理
（３か月)施設警備、マンション維

持管理、生活支援サービス
(３か月・夜間)ビル設備管理

〔選考日〕①、②とも、12月２日(金)
〔申込み〕11月22日(火)までに、ハローワークか各職業能
力開発センター・校へ。
〔費用〕教科書代・作業服代等は自己負担。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sisetunai/annai/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

☎03-5320-4716

■民間委託訓練
Ⅰ ｢女性向け訓練(５日間コース)Word・Excel基礎科」
無料託児サービス付 11・12月入校生募集

〔実施場所・訓練期間〕
①調布市市民プラザあくろす(11月28日(月)～12月２日(金))
②石神井公園区民交流センター(12月５日(月)～12月９日(金))
〔定員〕各回10人
〔費用〕教科書代のみ自己負担。無料託児サービス付き。
〔申込み〕11月14日(月)までに産業労働局能力開発課に申
込書を郵送又は持参。ハローワークへの求職登録が必要。
Ⅱ「女性向け訓練(３か月コース）｣１月入校生募集
〔科目〕介護職員初任者・家事サービス科
〔実施場所〕東京豊島IT医療福祉専門学校 〔定員〕30人
〔訓練期間〕平成29年１月４日(水)～３月30日(木)
〔費用〕教科書代のみ自己負担。
〔申込み〕11月11日(金)までに住所地のハローワークへ申
込書を持参。
Ⅲ ｢育児離職者向けeラーニング委託訓練｣１月入校生募集
〔対象〕都内在住の未就学児童を養育している離職中の方
で、自宅のパソコンで履修が可能な方
〔科目〕①パソコン事務活用科②医療事務科

③経理事務(簿記３級)科
〔訓練期間〕平成29年１月４日(水)～３月30日(木)
〔費用〕教科書代のみ自己負担。
〔申込み〕11月11日(金)までに住所地の
ハローワークへ申込書を持参。
この他にも様々な職業訓練を実施して
います。詳細は、「TOKYOはたらくネット」

http: //www. hataraku. metro. tokyo.
jp/school/itaku/をご覧ください。
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

☎03-5320-4807
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スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習｡
〔講習内容〕CAD製図(建築)【中級】(Jw_cad)、財務会
計(PCA会計)、高年齢者のための表計算(Excel)【中
級】等38コース(予定)
〔対象〕現在、主に中小企業で働いている方で、都内に
在住または在勤の方
〔場所〕各職業能力開発センター・校
〔費用〕授業料900円～6,500円(他に教科書を各自購入)
〔申込み〕11月１日(火)～10日(木)に、往復はがき、
、 で、必要事項を記入の上、直接、講習を実施

するセンター・校へお申込みください。
※期間内必着のこと。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

☎03-5320-4719

東京都は、９月20日(火)、「レディGO⽑Project」をパレスホテ
ル立川にて開催しました。
このイベントは、「子育てをしながら時短勤務で働きたい」「し

っかり働いてキャリアを積みたい」など、女性の多様なニーズが
ある中で、それらのニーズや能力に合わせた働き方を提案し、女
性の活躍を推進することを目的として開催したものです。
イベントでは、トークショーやミニセミナー、就職面接会、行政機関のブース出展などが行われました。
トークショーでは、フリーアナウンサーの牛窪万里子氏の司会のもと、フリーアナウンサーの岡本安代氏、(有)
クリエイティブスタジオ 凜 代表取締役社長の恵夕喜子氏をゲストに迎え、「子育てをしている事がメリットとな
る働き方」をテーマに、トークが展開されました。ゲストの経験を踏まえた様々なお話があり、子育てをしながら
働くためのコツについては、「マイナスな面にとらわれすぎず、自信を持つこと」「SNS等のツールを効果的に利用
し、“つながり”を作ること」「自分の強みをアピールする力を身につけること」などのアドバイスがありました。
就職面接会の前には、面接会参加企業によるプレゼンテーションがあり、求人票だけでは分からない職場の雰

囲気や、子育てとの両立支援のために導入されている制度などについて、各企業がアピールを行いました。
会場にはキッズスペースや託児コーナーなどが用意され、乳幼児のお子様を連れた女性たちはそれらを利用し

ながら熱心に聴講していました。

職業訓練 入校生募集のご案内



東京都産業労働局雇用就業部 とうきょうの労働 平成28年(2016年)10月25日 第1330号

公正な採用選考のために～東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人の適性や能力に基づく公正な採用選考を推進しています。詳細は、東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト｢TOKYOはたらくネット｣をご覧下さい。

＊初めて東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩をご利用の方は、事前に利用者登録をしていただきます。
＊セミナー等の募集は、原則として、先着順での受付となります（「就活エクスプレス」を除く）。
※一部のセミナーは から申し込み可能です。 http://tokyoshigoto.jp/




ご しごご しご

◆東京しごとセンター（千代田区飯田橋3-10-3）のセミナー
対
象 講習・セミナー名 内 容 日 時 会 場 定 員 申 込 先

34

歳

以

下

業界職種勉強会
業界編：食品

B to Bの食品業界の動向・
展望を基礎から学ぶ。企業
訪問も開催。

11月17日(木)
10時30分～16時

東京しごと
センター・
訪問先企業

30人 ヤングコーナー
☎03-5211-6351

業界職種勉強会
職種編：ITエンジニア

ITエンジニアの業務内容・
展望を基礎から学ぶ。企業
との交流会も開催。

11月29日(火)
10時30分～16時

東京しごと
センター

30人

Oneday
就活カレッジ

自由に選べる就活お役立ち
セミナー全６種を開催。
１日で就職力をUPするイ
ベント型セミナー。

11月１日(火)
13時～17時

東京ビッグサイト
レセプション
ホールＡ

100人

30
～
44
歳

｢就活エクスプレス
(適職探索コース)」

これから就活を始める方・
方向性に迷いがある方向
け。５日間コース。
※募集期限：11月２日(水)

11月７日(月)～11日(金)
９時30分～15時30分

東京しごと
センター

25名
(面接選考あり)

ミドルコーナー
☎03-3234-1433

30
～
54
歳

必ずある⽑応募書類
でアピールする方法

幅広く自分の強みを理解し
表現することで、書類を充
実させるポイントを学ぶ。

11月14日(月)
13時30分～15時30分

100名 ミドルコーナー
☎03-3265-8904

50
歳
代

就業支援総合セミナー
｢50歳から考える⽑
職業生活設計」

年金・自己啓発・就労の総
合的な視点を持ったライフ
プラン作りを学ぶ。

11月19日(土)
11時～17時

80人 シニアコーナー
☎03-5211-2335

◆東京しごとセンター多摩（国分寺市南町3-22-10）のセミナー
対
象 講習・セミナー名 内 容 日 時 会 場 定 員 申 込 先

29
歳
以
下

若者と企業の交流会
in 立川

中小企業の魅力や仕事のや
りがいなどを理解するた
め、人事担当者と交流。

11月８日(火)
セミナー:12時30分～13時30分
交 流 会:13時30分～16時30分

立川グランド
ホテル

50人 ☎042-329-4510

全
年
齢

就職面接会 in 福生 参加予定企業10社程度。当
日は複数の企業と面接が可
能。

11月15日(火)
13時～16時
(受付時間：12時30分～15時)

福生市民会館 予約不要 ☎042-329-4524

女

性

女性のための再就職
支援セミナー＆個別
相談会 in 多摩市

働く女性を取り巻く状況、
仕事の選び方、成果を出す
就職活動の方法を学ぶ。託
児有(費用100円）。

11月４日(金)
セミナー:13時～15時30分
相 談 会:15時30分～17時

多摩市立
関戸公民館

セミナー:50人
相 談 会:10人




  社  社

企業内で中心となってメンタルヘルス対策を推進するリーダーを養
成する講座。メンタルヘルスに関する基礎知識や企業の取組事例等を
学びます。
〔対象〕都内中小企業の管理監督者・人事労務担当者等
〔日時〕第４回：11月７日(月)

第５回：11月10日(木) いずれも10時～17時
〔会場〕立川商工会議所 立川ビジネスセンタービル12階
〔定員〕各40名
申込みは、 で受付中です。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/seminar.html

【問合せ先】東京都中小企業振興公社 企業人材支援課
☎03-3832-3678

立川商工会議所

北口


