
　　　　　　就業を目指す高齢者を応援するイベント
「シニアしごとEXPO」を開催します！

　東京都は、都内のハローワーク等と連携を図り、高齢者の就業を応援するためのイベントを新宿、⽴川で各々１回開
催します。高齢者と企業のマッチングを目的とした合同就職面接会も同時に実施することで、シニアの就業を後押しし
ます！　第⼆の⼈⽣、まだまだ働きたいとお考えのシニアの皆様、ぜひご来場ください！

＜日時・場所＞
　新宿会場：平成 30 年 10 月３日（水）10 時 30 分〜 16 時
　　　　　　新宿NSビル 地下１階 NSイベントホール（新宿区⻄新宿 2-4-1）
　⽴川会場：平成 30 年 10 月 18 日（木）10 時 30 分〜 16 時
　　　　　　パレスホテル⽴川 ４階 ローズルーム（⽴川市曙町 2-40-15）

　＜両会場共通の内容＞　

◆「高齢者を元気にするトークショー」

〔テーマ〕
　「僕の⼈⽣、落語だよ！」

〔ゲスト〕
　落語家 林家 木久扇 氏

◆ハローワークと連携した「合同就職面接会」
　〔参加企業数（予定）〕
　　新宿会場：30 社、⽴川会場：16 社
◆その他のメニュー
　■公的就業機関等によるブース出展
　　 ハローワーク、シルバー⼈材センター等がブース内で就労⽀援

等の情報提供を⾏うほか、各種相談に応じます。
　■各種シニア向けセミナー　■シニア向け健康測定

　＜新宿会場限定の内容＞　

◆「東京セカンドキャリア塾」開講式＆オープンセミナー
　・ 開講式では小池都知事による挨拶があります。
　・ オープンセミナーでは最年⻑アプリ開発者である若宮正⼦氏を講師に

お招きします。
　　※�開講式・セミナーとも、ご来場いただいた方どなたでもご参加

いただけます。

◆その他のメニュー
　■シニアヨガ教室〔全３回、各回 50 名〕
　　高齢者の⼈々も安全に楽しめる、椅⼦に座って⾏うヨガを、30 分のメニューで実施します。

※事前申込なしでも、当日の会場受付により入場可能ですが、事前申込みいただきますと入場がスムーズです。
＜主催：東京都　共催：東京労働局・都内ハローワーク＞

【問合せ先】 産業労働局 雇用就業部 就業推進課 ☎ 03-5320-4676
シニアしごと EXPO 公式　　　https://www.senior-shigoto-expo.tokyo/
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 ～第１回、第２回のイベントを開催します！～
　東京都はマザーズハローワーク等と連携し、家庭と両⽴しながら再就職を目指す⼥性を応援するイベントを開催しま
す！⼦育てママが再び働くにあたって、お悩みの解決のヒントとなるトークイベントや就職活動に役⽴つセミナーなど
盛りだくさんの内容ですので、ぜひお越しください！　★託児サービス（要予約）、キッズスペース有★

　イベントの概要　　※全てのイベントにお⼦様と⼀緒にご参加いただけます！

♪対　　　象♪ 再就職を考えている幅広い年齢層の⼥性　※男性も参加できます。
♪日時＆場所♪
　第１回（秋葉原会場）： 平成 30 年 10 月 12 日（⾦）10 時 30 分〜 15 時 30 分  

ベルサール秋葉原（千代田区外神田 3-12-8 ベルサール秋葉原 2 階）
　第２回（新宿会場）　： 平成 30 年 10 月 26 日（⾦）10 時 30 分〜 15 時 30 分  

新宿エルタワー（新宿区⻄新宿 1-6-1 新宿エルタワー 30 階サンスカイルーム）

＜トークイベント「私のレディ GO ！」＞
　再就職の準備、育児と仕事の両⽴、仕事へ復帰すると
きの不安などをどのように解決したかについて、キャリ
アコンサルタントを交え、等身大で語るトークイベント

★★★★★ゲスト★★★★★
第 1 回（秋葉原会場） 第 2 回（新宿会場）
タレント 優木 まおみさん タレント・歌手 渡辺 美奈代さん

　両会場共通の内容　
　　　　　　　< お楽しみステージ >

★きかんしゃトーマス〜えほん列⾞で遊ぼう！〜
　 　えほんの読み聞かせや、きかんしゃトーマ

スの前で記念撮影！トーマスの木製列⾞で
遊べるコーナーなどトーマスの仲間たちと楽しく遊べます！

< 働くための応援イベント >
　♪ ハローワークと連携した  

「仕事と⼦育て両⽴⽀援合同就職面接会」
　♪就職活動に役⽴つセミナー　♪各種ワークショップ
　♪マンツーマンのワンポイントメイク講座
　♪キャリアカウンセリング（個別相談）※要予約

＜主催：東京都 共催：東京労働局、（公財）しごと財団＞
◆詳細は、レディ GO ！ Project 公式　　　http://readygo.tokyo.jp をご覧ください。

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 就業推進課 ☎ 03-5320-4708

　◆◆◆　介護と仕事の両立推進シンポジウムを開催します《参加無料》　◆◆◆　
　家族の介護や看護を理由として離職した⼈が全国で９万 9,000 ⼈に上るなど、介護と仕事の両⽴が依然として社会
的な課題となっています。
　東京都は「人手不足時代の介護と仕事の両⽴」をテーマに、主に経営者、⼈事労務担当者の皆様に向けたシンポジウ
ムを開催しますので、ぜひご来場ください！

【開催日】１０月１６日（火）１３時３０分〜１６時３０分（開場１３時）
【会　場】 日経ホール（千代田区大手町１- ３- ７ 日経ビル３階）  

※地下鉄「大手町駅」Ｃ２ｂ出口直結
【定　員】500 名（事前申込制・定員に達し次第締切）

　主なプログラム　
◆基調講演◆　１３時３０分～１４時１５分
　「介護問題を通して考えるこれからの働き方�～人手不足時代の両立支援とは～」
　＜講師＞独⽴⾏政法⼈ 労働政策研究・研修機構 主任研究員 池田 心豪 氏
◆企業による取組事例紹介及びパネルディスカッション◆　１４時３０分～１６時１０分
　「従業員が介護に直面してもあわてない職場づくりとは」
　＜講演者兼パネリスト＞
　　アスクル株式会社　⼈事本部 ⼈事 ダイバーシティ推進 部⻑　⻑谷川 仁 氏
　　株式会社ジャパンタイムズ　執⾏役員 経営管理局⻑　山下 淑恵 氏
　　株式会社日建設計総合研究所　理事企画部⻑　新田 恵一 氏
　＜コーディネーター＞
　　独⽴⾏政法⼈ 労働政策研究・研修機構　主任研究員　池田 心豪 氏

※その他、厚⽣労働省東京労働局と東京都産業労働局より、それぞれの介護と仕事の両⽴⽀援事業について説明します。
【申込方法】以下のホームページ掲載の専用申込フォームまたは FAX により、必要事項を明記のうえ、お申込みください。
　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/ryoritsu/kaigo/symposium/ FAX  03-6661-7517

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課　☎ 03-5320-4649
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「街頭労働相談」を実施します！！！
　東京都労働相談情報センターでは、東京労働
局と連携して、駅前などの街頭に臨時の相談場
所を設け「街頭労働相談」を実施しています。
10 月は右表の日程で、労使双方からの労働に
関する疑問・悩みにお答えします。また、「働き
方改革関連法」についてのパンフレットや「ポケッ
ト労働法」など、労働者や企業の⼈事・労務担
当者の方に役⽴つ各種資料の配布、「派遣の期
間制限」や「無期転換ルール」のパネル展示など、
しごとを取り巻くさまざまなトピックをわかりやす
くご説明します。お気軽にお⽴ち寄り下さい。

【問合せ先】 労働相談情報センター相談調査課 
☎ 03-3265-6110

日　時 場　所 最寄駅 担当事務所

10 月 16 日（火）
12 時～ 17 時

新宿駅⻄口
イベントコーナー

JR・都営・
東京メトロ・京王・
小田急線新宿駅

労働相談情報
センター（飯田橋）
☎ 03-3265-6110

10 月 19 日（金）
11 時 30 分～ 15 時

JR 昭島駅北口駅前及び
モリタウン 光の広場

ＪＲ青梅線
昭島駅

国分寺事務所
☎ 042-321-6110

10 月 20 日（土）
12 時～ 16 時
10 月 21 日（日）
10 時～ 16 時

板橋区民まつり会場内
グリーンホール 1F

東武東上線
大山駅、
都営三田線
板橋区役所前駅

池袋事務所
☎ 03-5954-6110

10 月 25 日（木）
11 時 30 分～ 15 時 30 分 京王線調布駅前広場 京王線調布駅 八王⼦事務所

☎ 042-645-6110
10 月 26 日（金）
～ 28 日（日）
10 時～ 17 時

（28 日は 15 時まで）

葛飾区産業フェア
（テクノプラザかつしか） 京成線青砥駅 亀戸事務所

☎ 03-3637-6110

　　30 年度後期技能検定試験のご案内
　技能検定とは、働く上で必要とされる技能の習得レベ
ルを評価する国家検定制度で、合格すると「技能士」と
いう国家資格を与えられます。東京都では、工場板金や
鉄筋施工等の職種について、今年度後期の試験を以下の
とおり実施します。

〈技能検定の等級区分〉
特級：管理者又は監督者が通常有すべき技能・知識
１級・単一等級：上級技能者が通常有すべき技能・知識
２級：中級技能者が通常有すべき技能・知識
３級：初級技能者が通常有すべき技能・知識

〔等 級・職種〕特級 25 職種、１･ ２級 47 職種、３級
20 職種、単一等級 2 職種

〔受 検資格〕実務経験のみの場合、１級は７年以上、２級
は２年以上、単一等級は３年以上の実務経験者  
※ 職業訓練受講歴・学歴等による短縮あり。３級は実

務経験を有すること（経験年数不問）。
〔受検申込期間〕10 月 1 日（月）～ 12 日（金）
〔申 込み〕受検申請書（申込み先で配布）等を以下の申込

み先へ直接持参してください。
【申込み先】東京都職業能力開発協会
（千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター７階）
☎ 03-5211-2353　　　http://www.tokyo-vada.or.jp

【問合せ先】 産業労働局雇用就業部能力開発課  
☎ 03-5320-4717

東京都職業訓練指導員試験を実施します
　東京都職業訓練指導員の免許の取得資格を得るための
試験であり、採用試験ではありません。

〔試験科目〕 理容科、美容科、指導
方法（実技試験関連学
科試験免除の方を対
象）

〔受験資格〕 実務経験のみの場合８
年以上（短縮条件有）

〔試験日時〕
　★学科試験
　　指導方法：31 年１月 19 日（土）
　　関連学科（理容科・美容科） ：31 年１月 22 日（火）
　★実技試験 理容科・美容科 ：31 年 1 月 22 日（火）

〔申込日時〕 11 月 13 日（火）・11 月 14 日（水）10 
時～ 12 時、13 時 30 分～ 16 時 30 分、
11 月 15 日（木）：10 時～ 12 時

〔申込場所〕都庁第⼆本庁舎１階臨時窓口

詳細は、　　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
monodukuri/sikaku/shidouin/ 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  
☎ 03-5320-4717  

（〒 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 東京都
庁第⼀本庁舎 21 階北側）

～働く人の心の健康づくり講座のお知らせ～　＜受講料無料＞※事業目的や士業の方はご遠慮ください。
■セルフケアコース■

　忙しい企業ほどメンタルヘルスへの対応は後手に回り
やすいものの、それでは休職者が出た際の対応が難しく、
上司・同僚にも更なる負荷がかかり、悪循環を招きます。
従業員自身のセルフケアによるメンタルヘルスの底上げ
で、職場全体が活き活きと働くことを目指します。

日時 内容

10 月 5 日
（金）

◆ 「仕事が好き」「この会社が好き」な⼈にも重要な
メンタルヘルス

◆ メンタル不調の怖さと自分で判断する不調のサイン
◆セルフメンタルケア手法
◆職場・家族など周囲を巻き込む重要性とその方法

■ラインケアコース■
　⼈手不足と働き方改革が進む中で、メンタルヘルスの
重要性と管理職の負荷はますます大きくなっています。
本講座では管理職の⽴場から各回別の視点で職場のメン
タルヘルスについて学びます。

日時 内容

10 月 25 日
（木）

◆ 「最新の労務関係法と若手社員に対応するメンタル
ケア手法」

　① 「働き方改革」の内容と部下へのケアへの反映
ポイント

　② セルフメンタルケア手法、セルフケアとラインケ
アの両⽴

　③「承認」⾏動のワーク
　④職場、家族など周りを巻き込む重要性とその方法

11月 28 日
（水）

◆ 「多忙な職場のためのメンタルケア手法」
　①メンタル不調者発⽣時のコスト
　②職場環境・業種別のメンタル不調の原因と特徴
　③ラインケアとして必要不可欠な具体的対応
　④職場・家族など周囲を巻き込む重要性とその方法

公社　メンタルセミナー 検 索

３講座共通
　〔定員〕各 35 名
　〔場所〕 （公財）東京都中小企業振興公社  

（東京都神田佐久間町 1-9）
　〔問合せ先〕 （公財）東京都中小企業振興公社  

☎ 03-3251-7905
　★ホームページからお申込みいただけます。
　　　　　http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/seminar.html
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「働き方」が変わります！！～ 2019 年 4月 1日から働き方改革関連法が順次施行されます～
Ｐｏｉｎｔ 1　時間外労働の上限規制が導入されます！（施行：2019 年 4 月 1 日〜、中小企業は、2020 年４月１日〜）
　時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720
時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

Ｐｏｉｎｔ 2　年次有給休暇の確実な取得が必要です！（施行：2019 年 4 月 1 日〜）
　使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して有給休暇を
与える必要があります。

Ｐｏｉｎｔ 3　正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！
 （施行：2020 年 4 月 1 日〜、中小企業は 2021 年 4 月 1 日〜）
　同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）
の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

「働き方」に関する詳細・お悩み、改正法の詳細は東京労働局 HP ⃝▶︎働き方改革 をご覧ください。
　　　 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/150122.html

【問合せ先】 雇用環境・均等部 企画課 ☎ 03-6867-0212 （※内容に応じて担当へ取り次ぎします。）

「仕事休もっ化計画」
～ 10 ⽉は「年次有給休暇取得促進期間」です～

詳細は、下記 HP をご覧ください。
　　　https://jsite.mhlw.go.jp/  
tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/  
roudoujikan_kyujitsu_kyuka/chowa/  
1219_001.html

【問合せ先】雇用環境・均等部 指導課　☎ 03-3512-1611

～全国労働衛生週間が実施されます～
昭和 25 年の第１回実施以来、今年で 69 回目を迎える
全国労働衛⽣週間は、10 月１～７日までを実施期間、
そして実施期間の実効を上げるため、９月１～ 30 日ま
でを準備期間としています。
スローガン「 こころとからだの健康づくり  

みんなで進める働き方改革」
【問合せ先】 労働基準部 健康課　☎ 03-3512-1616

平成 27 年の労働者派遣法の改正から  
平成 30 年９⽉ 30 日で３年が経過します！！
詳細は東京労働局 HP ⃝▶︎改正労働者派遣法 を  
ご覧ください。
　　　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/
riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/
haken_part/_121604.html

【問合せ先】 東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課 
☎ 03-3452-1474

産業保健フォーラム ＩＮ ＴＯＫＹＯ ２０１8
いきる・はたらく ～私たちの今と未来～

《特別講演》 「働き方改革」としての「病気の治療と仕事
の両⽴⽀援」、「企業の事例発表」

【日時】 11 月 1 日（木）10 時 30 分～ 16 時 30 分  
（開場：10 時）

【会場】ティアラこうとう（江東区住吉２－ 28 － 36）
【定員】１, ０００名 ＜参加費無料！＞
※ 申込み用紙は、東京労働局の HP よりダウンロード
　　　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ 
news_topics/houdou/_122834/_123688_00064.html

【問合せ先】 東京労働局  
労働基準部　健康課  
☎ 03-3512-1616

10/1 から  
東京都最低賃⾦は時間額 985 円です

東京都内の事業場で働くすべての労働者に時間額 985
円が適用されます。
最低賃⾦に関するご相談は，東京働き方改革推進支援�
センター�☎ 0120－ 662－ 556�へ。

【問合せ先】労働基準部 賃⾦課 ☎ 03-3512-1614

◆求職者支援訓練１１⽉開講コースのご案内◆
〔対象〕雇用保険受給資格がない求職者等一定の要件を満たす方　※詳細はＨＰでご確認ください。
〔訓練科目〕事務・医療事務・介護・ＩＴ等約 30 コース 〔開講日〕11 月 14 日（水）
〔募集期限〕10 月 17 日（水） 〔受講料〕無料（テキスト代等は自己負担）
※申込み・ご相談は、お住まいの住所を管轄するハローワークの訓練担当窓口まで。
　　　 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/

shienkunren.html
【問合せ先】都内各ハローワーク

　　　　東京労働局からのお知らせ　　　　　　　　　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

ＱＲコード

▲

▲ ＱＲコード

▲ ＱＲコード

ＱＲコード

▲
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都立職業能力開発センターからのお知らせ
■ 職業能力開発センター 12 ⽉入校生募集 ■

①住宅内外装仕上科（６か月）/ ②エンジニア基礎養
成科（４か月）/ ③電気制御基礎養成科（４か月）/ ④
ジョブセレクト科（２か月）

〔 対象〕①一般求職者、転職希望者、②③④ 30 歳未満
で、就業経験がない、又は少ない方。

〔 実施校〕①②城東職業能力開発センター③多摩職業能
力開発センター④城東及び多摩職業能力開発センター

〔定員〕①②③各 10 名、④ 5 ⼈　〔選考日〕11 月 16 日（金）
【 申込み】①②③ 10 月 2 日（火）～ 11 月 7 日（水）

に住所地を管轄するハローワーク又は各職業能力開発
センター・校へ④ 10 月 15 日（月）～ 11 月 14 日

（水）に城東又は多摩職業能力開発センターへ。
〔授業料〕無料。※教科書・作業服代等は自己負担。
　　　 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

kyushokusha-kunren/school/
【問合せ先】
①②④城東職業能力開発センター ☎ 03-3605-6140
③④多摩職業能力開発センター ☎ 042-500-8700

◆ キャリアアップ講習 10 ⽉受付 ◆
〜スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習〜

※主に平日夜間や休日に実施します。
〔内容〕 CAD 製図（機械）、福祉用具活用【基礎】、

IPv6 によるネットワーク構築法等 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

〔授業料〕 1,100 円～ 6,500 円  
（他に教科書を各自購入）

〔申込み〕10 月 10 日（水）＜必着＞
往復はがき、ＨＰ、FAX で必要事項を記入の上、直接
実施校へお申し込みください。

　　　 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
zaishokusha-kunren/carr_up/

【問合せ先】
産業労働局 雇用就業部 能力開発課
☎ 03-5320-4719

▲  ＱＲコード

労働相談情報センターからのお知らせ
★ 育休パパ・ママの職場復帰セミナー ★　〜育児と仕事の両⽴についての不安を解消します〜

◆託児サービスをご用意します。（無料、事前申込制、定員あり） ＜対象＞⽣後 6 カ月～６歳（未就学児）◆
〔日時・定員〕１０月３1 日（水）13 時 30 分～ 15 時 30 分（２0 名）
〔場所・最寄駅〕調布市文化会館たづくり、京王線調布駅
〔対象〕 育児休業中の方、概ね１年以内に育児休業を取得予定の方（配偶者の方のご参加も歓迎いたします。）
〔内容〕 １　講義　♪育休中の職場復帰準備 ♪育児と仕事との両⽴ポイント  

　　　　　♪役⽴つ制度の使い方（短時間勤務制度、⼦の看護休暇など）  
２　育休から復帰された経験者の体験談  
３　交流会　 講師や育休復帰後も働いている先輩を交え、育休中の不安を共有し、  

両⽴に向けた情報交換と仲間づくりを⾏います。
〔講師〕育休後アドバイザー 小川 嘉代⼦ 氏
〔申込締切〕10 月 10 日（水）　※定員に満たない場合は、締切後も受付けます。
【申込み・問合せ先】 労働相談情報センター八王⼦事務所 ☎ 042（643）0278
※ 事前予約制　　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/seminar/ikukyu_seminar/index.html

★ 雇用環境整備推進研修会 ★　〜中小企業の経営者、人事労務担当者向け〜
≪ 10 月の研修会のご案内≫【受講料無料！】
　■育児と仕事の両⽴研修会
　　「⼦育てと仕事の両⽴はイクボスが⽀える！〜⼦育て社員を活かす働きやすい職場の実現〜」
　　〔日時〕平成 30 年 10 月 10 日（水）　14 時～ 16 時
　　〔会場〕ＴＫＰ池袋カンファレンスセンター５Ａ
　　〔講師〕 （株）東レ経営研究所 ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部  

上席シニアコンサルタント 塚越 学 氏
　■働き方の見直し研修会
　　「働き方改革の推進と企業が注意すべきポイント 〜長時間労働抑制と休暇取得促進〜」
　　〔日時〕平成 30 年 10 月 23 日（火）　14 時～ 17 時
　　〔会場〕ココリアホール
　　〔講師〕（株）東レ経営研究所 ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部⻑ 宮原 淳⼆ 氏
　　※本研修会には、講義のほか、研修テーマについての意見交換会が含まれます。
★申込み・詳細は、　　　https://www.tokyo-koyoukensyu.jp/

【問合せ先】 労働相談情報センター 事業普及課 企業⽀援担当　☎ 03（5211）2248



東京都産業労働局雇用就業部� とうきょうの労働　　平成30年（2018年）９月25日　第1353号
6

しごとを探している方のためのセミナー （公財）東京しごと財団
※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」、「東京しごと塾」を除く）。
※一部のセミナーはＨＰから申し込み可能です。（　　　https://www.tokyoshigoto.jp/）
◆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

体験型
しごと説明会

「企業研究セミナー」と「しごと体験
付き企業説明会」がセットになった
イベント

10 月17 日（水）
12 時～17 時

TKP 市ヶ谷
カンファレンス
センター 6 階
カンファレンス
ルーム 6E

40 ⼈
ヤング
コーナー
☎ 03-5211
-6351

30 ～
44 歳
以下

就活エクスプレス
（適職探索コース）

就活スキルを身につけ、早期に正社
員就職を目指す 5 日間の短期集中プ
ログラム。（キャリアの方向性を考え
たい方向け）  

11月 5 日（月）～
11月 9 日（金）
9 時 30 分～
15 時 30 分

東京
しごとセンター

25 ⼈
（選考
あり）

ミドル
コーナー
☎ 03-3234
-1433

東京しごと塾
職務実習や求⼈企業とのマッチング
による正社員就職及び採用後の定着
⽀援。

11月 5 日（月）～
12 月 26 日（水）
9 時 30 分～
16 時 30 分

⻄新宿ビル
（新宿区⻄新宿
7-7-29）

20 ⼈
（選考
あり）

東京しごと塾
事務局
☎ 03-3221
-5871

30 ～
54 歳
以下

～パネルディスカッ
ション～
企業人事担当者に
訊く、採用に至るポ
イント

パネルディスカッション形式で、企
業の⼈事担当者から中途採用時のポ
イントを学ぶ。「ここだけ」の「本音」
の話が満載のセミナー。

10 月 25 日（木）
13 時 30 分～
15 時 30 分 東京

しごとセンター

100⼈
ミドル
コーナー
☎ 03-3265
-8904

概ね
50 歳
以上

就業支援
総合セミナー
「50歳から考える！
職業生活設計」

定年退職後の不安点（家計収⽀や働
き方）を明確にした上で、解決に向
けたライフプラン作成方法を学ぶ。

10 月 27 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�国分寺

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
様と交流を⾏います。
４社の企業が参加予定。

10 月 23 日（火）
10 時～
16 時 10 分

東京
しごとセンター
多摩

30 ⼈ ☎ 042-329
-4510

全年齢 就職面接会
in 清瀬

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 7 日（水）
13 時～16 時

（受付時間
12 時 30 分 ～
15 時）

清瀬市
⽣涯学習センター

予約
不要 ☎ 042-329

-4524

⼥性
女性のための
再就職支援
セミナー in 国立

「面接で自分の魅力を伝えるため
の印象アップ術」～面接での見せ
方とビジネス・メイク

10 月12 日（金）
13 時～
15 時 30 分

くにたち福祉会館 50 ⼈

ものづくりフェア東京‘１8 ＆ 
技能競技大会展・技能士展を開催します！

　熟練職⼈による実演、作品展示、体
験教室の開催や技能五輪全国大会等の
紹介を⾏います。また、ロボットなど
によるＩＴ体験もできます。この機会
にぜひ、様々な匠の技に触れてみませ
んか！

〔日時〕 平成 30 年 10 月 1 日（月）、
2 日（火）10 時～ 17 時

〔会場〕新宿駅⻄口広場イベントコーナー
【問合せ先】 東京都職業能力開発協会　☎ 03-5211-2357

「とうきょう介護と仕事の両⽴応援デスク」（略称：応援！はたらくかいご）のご案内
介護をしながら働くことについて、何でもご相談ください！専門の相談員が対応します！

☎電 話 に よ る ご 相 談   ０５７０－０
おう

０
えん

－８
はた

９
らく

１
かい

5
ご

メールによるご相談  hataraku-kaigo@orange.ocn.ne.jp

相談時間  月～金 11 時～ 20 時  　　　　　　　　　　
　　　　  　土　 9 時～ 17 時  　　　　　　　　　　
　　　　  ※日曜日、休日及び年末年始は休業

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。　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/kosei/

相談無料秘密厳守

▲ 昨年度の体験教室の様⼦


