
TTOOPPIICCSS １１月に３つの月間事業を実施

みなさんの「雇用・就業」を応援します！
東京都産業労働局雇用就業部は、１１月に実施する３つの月間事業で雇用・就業に関する普及啓発を集中的に行っています。
合同就職面接会、セミナーや相談会、技能祭など様々な事業やイベントを実施し、働いている方・求職中の方・事業主の方・企業の人事労
務担当の方など多くの皆さんに役立つ情報を提供していきます。ぜひご参加ください！！

若者しごと応援月間～若者の「はたらく」を応援！～

働く若者、これから働こうとする若者を応援するため、都庁内外の関係機関が協力して事業を行います。

この他にも若者向けの様々な事業を実施します。
【問い合わせ先】（新規大卒者等合同就職面接会）産業労働局雇用就業部就業推進課 �０３―５３２０―４７２０

（その他）東京しごとセンターヤングコーナー �０３―５２１１―２８５１

パート・派遣・契約社員等の労働月間～非正規労働者の雇用環境整備を応援！～

近年、就業形態が多様化し、働く人の約３人に１人がパートや派遣、契約社員等のいわゆる非正規労働者と言われています。非正規労働者の
中で基幹的役割や専門的役割を担う人が多くなる一方で、雇用環境整備が十分に図られていないことも指摘されています。
この月間では、非正規労働者の雇用環境整備に向けて正しい理解と知識の普及啓発を図るため、集中的な取組を行います。

【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター事業普及課 �０３―５２１１―２２０９

職業能力開発促進月間～東京のものづくりを応援！～

メインテーマ 「育てよう 技能が築く 価値ある未来」
東京のものづくりを活性化し、技能の重要性について広く都民の皆さんに理解していただくため、様々な行事を行います。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１５

今月の主な内容
●１１月に３つの月間事業を実施 みなさんの「雇用・就業」を応援します！ ………………………………１
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◆第１回新規大卒者等合同就職面接会◆
日時：１１月１１日（木）１３時３０分～１６時３０分

（受付時間：１３時～１５時３０分）
会場：東京ビッグサイト西２ホール
※詳細は２面に掲載。

◆合同就職面接会◆
日時：１１月１２日（金）１３時３０分～１６時３０分

（受付時間：１３時～１６時）
会場：東京しごとセンター地下講堂
※詳細は６面に掲載。

◆面接対策直前セミナー◆
日時：１１月１０日（水）１４時～１６時
会場：東京しごとセンター地下講堂

※詳細は６面に掲載。

◆パート・派遣・契約社員等の電話総合相談◆
日時：１１月１０日（水）・１１日（木）１０時～１９時

（１２時～１５時は、弁護士による対応あり）

東京都ろうどう１１０番 ０５７０（００）
ろうどう１１０番

６１１０

◆東京都労働相談情報センター・各事務所での
「セミナー＆相談会」◆
※日程等詳細は２面に掲載。

◆都立職業能力開発センター・各校での「技能祭」◆
職業訓練の内容やその成果などを紹介するとともに、施設や実
習・実演風景を公開。工作教室で「ものづくり」の楽しさも体験で
きます。
※日程等詳細は３面に掲載。

◆東京都優秀技能者（東京マイスター）等表彰式◆
「東京マイスター」の方々と「中小企業ものづくり人材育成大
賞」の企業などに、東京都知事賞等を贈呈します。
日時：１１月１７日（水）１３時～
会場：都庁第一本庁舎５階大会議場



１１月の月間事業を詳しくご紹介！

東京都は東京労働局と東京新卒応援ハローワーク（学生職業総合支援センター）とともに未内定の新規学卒者等に対して、合同就職面接
会を開催し、正規雇用による安定した職業生活を希望する若者を応援します。

◆日時 １１月１１日（木）１３時３０分～１６時３０分
（受付時間：１３時～１５時３０分）

◆対象 平成２３年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業予
定者及び既卒者（概ね２０歳代までの同学歴卒業者）

◆会場 東京ビッグサイト西２ホール
◆参加企業 約２００社
◆入退場自由・予約不要・参加費無料

◆履歴書、自己PR書又は職務経歴書を複数枚持参のこと。
◆協力 埼玉県、千葉県、神奈川県
詳細はTOKYOはたらくネットをご覧ください。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
【問い合わせ先】
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（学生職業総合支援センター）

�０３―３５８９―８６０９

解雇、有給休暇や社会保険など、パートや派遣労働等に関する様々な疑問や悩みについて電話による相談に応じます。
日時：１１月１０日（水）・１１日（木）１０時～１９時（１２時～１５時は、弁護士による対応あり）

東京都ろうどう１１０番 ０５７０（００）
ろうどう１１０番

６１１０

都内６か所の労働相談情報センター及び各事務所では、パートや派遣労働等に関するセミナーと相談が同時に受けられる「セミナー＆相
談会」を実施します。詳細はTOKYOはたらくネットをご覧ください。http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
「セミナー＆相談会」のお申込みは、各担当事務所へお電話、または上記HPからどうぞ。ご参加をお待ちしています。

【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター事業普及課 �０３―５２１１―２２０９

平成２２年度第１回新規大卒者等合同就職面接会
（若者ジョブマッチング事業）の開催「若者しごと応援月間」

パート・派遣・契約社員等電話総合相談「パート・派遣・契約社員等の
労働月間」

労働相談情報センター・各事務所の「セミナー＆相談会」

日時 セミナー名 定員 講 師 相談会 会 場 担当事務所

１１月１２日
１４時

ここがポイント！パートタイマー雇用のルール＆点検・整備！
パートタイマーの就業規則
「ここがポイント！ パートタイマー雇用のルール」

６０
弁護士

中井 智子 氏

１６時～１７時
東京都労働相談情報
センターセミナー室

労働相談情報
センター
（飯田橋）
０３―５２１１―２２０９１１月１７日

１４時

ここがポイント！パートタイマー雇用のルール＆点検・整備！
パートタイマーの就業規則
「点検・整備！ パートタイマーの就業規則」

６０ １６時～１７時

１１月１５日
１３時３０分

パートタイム労働者と雇う方のためのセミナー＆相談会「パート
タイム労働者を活用したい使用者の方へ 『パートタイム労働者
が活躍する企業とは？』」

６０ 特定社会保険労務士
大西 紀子 氏

１５時３０分～
１６時３０分

東京都南部労政会館 大崎
０３―３４９５―４８７２

１１月１７日
１３時３０分

パートタイム労働と雇う方のためのセミナー＆相談会「パートタ
イムで働くならこれだけは知っておきたい！ 『自分の労働条件
の見直しとトラブル対処法』」

６０
弁護士

あくつ

圷 由美子 氏
１５時３０分～
１６時３０分

１１月２５日
１４時 パート労働の基礎知識～社会保険・労働保険・税金のチェック～ ６０ 社会保険労務士

田島 ひとみ 氏 １６時～１７時 練馬区立男女共同参画
センター「えーる」

池袋
０３―５９５４―６５０５１１月３０日

１４時 労働者派遣法の実務 ６０
社団法人

日本人材派遣協会
水野 快二 氏

１６時～１７時
東京都労働相談情報セ
ンター池袋事務所セミ
ナー室

１１月１６日
１３時３０分

パート・派遣・契約社員等のセミナー＆相談会
「パート・契約社員などで働くあなたへ ～労働法の基礎知識と
年金・社会保険等のポイント～」

６０ 社会保険労務士
永田 幸江 氏

１５時３０分～
１６時３０分 葛飾区ウィメンズパル

亀戸
０３―３６８２―６３２１

１１月１７日
１３時３０分

パート・派遣・契約社員等のセミナー＆相談会
「パート・契約社員などで働くあなたへ ～労働法の基礎知識と
年金・社会保険等のポイント～」

６０ 特定社会保険労務士
林 智子 氏

１５時３０分～
１６時３０分

足立区シアター１０１０
アトリエ

１１月１８日
１０時

パートタイム労働事情～働くとき、雇うとき知っておきたい基礎
知識～セミナー＆相談会
「見直そうパートタイム労働者就業規則 ～改正パート労働法を
踏まえて～」

８０

特定社会保険労務士
川端 重夫 氏

１５時３０分～
１６時３０分 東京都国分寺労政会館 国分寺

０４２―３２３―８５１１
１１月１８日
１３時３０分

パートタイム労働事情～働くとき、雇うとき知っておきたい基礎
知識～セミナー＆相談会
「働くうえで知っておきたいパート労働基礎知識 ～知って得す
るパート労働者の権利とは～」

８０

１１月９日
１３時３０分

パートの雇用保険・社会保険・税金
「パートの労働条件と社会保険の基礎知識」 ６０

特定社会保険労務士
山田 芳子 氏

―
多摩市関戸公民館

八王子
０４２―６４３―０２７８

１１月１６日
１３時３０分

パートの雇用保険・社会保険・税金
「パートの雇用保険・社会保険・税金」 ６０ １５時３０分～

１６時３０分
１１月２４日
１３時３０分

事例で学ぶ法律知識とトラブル防止の留意点
「パート、契約社員等で働く人の法律とここがポイント」 ６０

特定社会保険労務士
杉中 至 氏

―

町田市民ホール
１１月３０日
１３時３０分

事例で学ぶ法律知識とトラブル防止の留意点
「パート、契約社員等で働く人の社会保険、労働保険、税金のここ
がポイント」

６０ １５時３０分～
１６時３０分

※相談会欄が「－（なし）」のところは、セミナーのみとなります。 日時欄の時間は、セミナー開始時間です。（セミナーは２時間程度）
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都内１５の職業能力開発センターと各校では、月間期間中に、職業訓練を知り、ものづくりの楽しさを体験していただくために、下記の日程で
「技能祭」を開催します。
実習・実演風景の公開や「ものづくり」工作教室をはじめ、各センター・各校で特色のある様々な催しを行います。また、訓練生が実習で製
作した作品の展示・販売なども行います。
「技能祭」でものづくりの楽しさに触れてみませんか？

東京都では、ものづくり体験や企業見学等を通じ、ものづくりの具体的なイメージや理解を深めるとともに、将来の職業選択の契機に
していただくため、「ものづくり体験塾」を実施しています。
◆日程・内容

※３日間とおしてご参加ください。
※この他、関連業種の企業見学等も行います。
◆対象 ３４歳以下の方 ◆時間 おおむね９時３０分～１６時３０分 ◆定員 １０名（応募者多数の場合は抽選となります）
◆申込 １１月２５日（木）までに上記の「問合せ・申込先」へお問い合わせください。
詳細はHP（http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/taikenjuku/）をご覧ください。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１９

平成２２年度東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）に出場する方を募集します。
◆開催日時 平成２３年２月１９日（土）９時３０分～１５時３０分
◆大会会場 東京障害者職業能力開発校 小平市小川西町２―３４―１（西武国分寺線・西武拝島線小川駅下車 徒歩５分）
◆競技種目 �身体・精神障害者対象：ワード・プロセッサ、表計算

�視覚障害者対象：パソコン操作
�知的障害者対象：パソコンデータ入力、喫茶サービス、オフィスアシスタント

◆申込期間 １１月１日（月）～１月１４日（金）まで（定員になり次第締切り）
◆申 込 先 社団法人東京都雇用開発協会

〒１０１―００６１ 千代田区三崎町１―３―１２ 水道橋ビル６F �０３―３２９６―７２２４ FAX０３―３２９６―７２３０
詳細は、http：／／www.hataraku.metro.tokyo.jp／をご覧ください。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１７

▲�昨年の技能祭の様子

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
�０３―５３２０―４７１５

「ももののづづくくりり体験塾」１２月実施分参加者募集

実施日 募集期間 体験内容 会場 問合せ・申込先

１２月９日（木）
１２月１０日（金）
１２月１３日（月）

１０月２５日（月）～
１１月２５日（木）

ミニマイコンカーを製作して、マイコン制御を
体験しよう！

多摩職業能力開発センター
八王子校
八王子市台町１―１１―１

多摩職業能力開発センター
〒１９０―００２１立川市羽衣町３―２９―２６
tel ０４２―５２２―６１５１
fax ０４２―５２３―４２８８

職業能力開発センター・各校の「技能祭」「職業能力開発促進月間」

日 程 開催校 住 所

１１月

３日（水）
祝日

板橋校 板橋区舟渡２―２―１

赤羽校 北区西が丘３―７―８

大田校 大田区本羽田３―４―３０

城東センター 江東区亀戸９―６―２７

江戸川校 江戸川区中央２―３１―２７

足立校（台東分校と合同開催） 足立区綾瀬５―６―１

多摩センター 立川市羽衣町３―２９―２６

八王子校 八王子市台町１―１１―１

武蔵野校 武蔵野市境５―２７―１９

府中校 府中市南町４―３７―２

９日（火） 高年齢者校 千代田区飯田橋３―１０―３
東京しごとセンター１０F

１０日（水） 中央・城北センター 文京区後楽１―９―５

１３日（土） 東京障害者職業能力開発校 小平市小川西町２―３４―１

２３日（火）
祝日 城南センター 品川区東品川３―３１―１６

東京障害者技能競技大会 出場選手募集

■都立職業能力開発センターで「ものづくり」を体験しよう！
参加費無

料
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これまで新宿区戸山において事業を実施しておりました（財）東京しごと財団障害者就業支援課は、平成２２年９月２７日（月）より、財団本部の
ある飯田橋へ移転しました。
職場体験実習、委託訓練、東京ジョブコーチによる職場定着支援など、雇用・就業に結びつけるための多面的な事業を展開するほか、５階に

は新たに「障害者就業支援情報コーナー」をオープンし、障害者の就業を推進するための支援を行ってまいります。

障害者就業支援情報コーナー
東京しごとセンター５階（�０３―５２１１―５４６２ FAX０３―５２１１―５４６３）

■利用時間 平日９時～１７時
■情報内容
� 障害者雇用に関する制度、就業状況に関する行政機関情報
� 障害者就業に向けた企業や就労支援機関における取組状況
� 委託訓練や東京ジョブコーチ支援事業など、財団における障害者就業支援事業のご案内
※資料、パンフレット、図書、視聴覚（DVD、ビデオ）、検索端末（パソコン）など揃えています。

東京都最低賃金（地域別最低賃金）は平成２２年１０月２４日から

時間額８２１円 に改正されました。

※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働
くすべての労働者（都内の事業場に派遣中の労働者を含む）に
適用されます。
※一部の業種については別に定める特定（産業別）最低賃金が
適用されます。
詳細は、東京労働局労働基準部賃金課�０３―３５１２―１６１４（直
通）までお問い合わせください。

東京労働局は、１０月１日から管内の青梅労働基準監督署及び八王子労働基準監督署町田支署の課名を業務内容に沿った名称に変更し
ました。利用者から問い合わせ先が分かりにくいといったご意見などがあるためで、名称変更により、国民サービスの向上に努めます。
現在使用している「第１課」、「第２課」などの課名は、変更後は下の図のようになります。
なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓口等の変更はありません。

●青梅労働基準監督署（３課体制）の場合
（現行） （変更後）
第１課 → 監督課………（監督及び庶務業務担当）
第２課 → 安全衛生課…（安全衛生業務担当）
第３課 → 労災課………（労災業務担当）

※上記以外の管内労働基準監督署については、現行のままで変更はありません。

■労働時間等の設定の改善を通じた仕事と生活の調和のとれた働き方（ワーク・ライフ・バランス）の普及に向けて、意識啓発を図るため
のセミナーを開催します。
◆日時 平成２２年１１月１２日（金）午後１時３０分～４時
◆場所 千代田区九段南１―２―１ 九段第３号合同庁舎１１階共用会議室（定員１５０名）
◆主な内容
・講演 自分というキャパシティを広げていく“前向き（アクティブ）休暇”
＜講師＞ 公益財団法人さわやか福祉財団

人間力再生プロジェクトリーダー 大畠 政義 氏
・事例発表 株式会社フォーネット社 「多彩な休暇制度で社内が一体化」
◆申 込 先 右記申込み・問い合わせ先までFAXにてお申込みください。
◆申込締切 １０月２９日（金）（定員になり次第締切り）

労働保険（労災保険・雇用保険）は、原則一人でも従業員を
雇っている事業について加入が義務付けられています。加入手
続きがまだお済みでない事業主の方は、所在地管轄の労働基
準監督署・公共職業安定所で手続きを行ってください。
また、事業主や一人親方等が労災保険に加入できる「特別加
入」制度もありますので、ご検討ください。
詳細は、東京労働局労働保険徴収部下記担当課までお問い
合わせください。
労働保険全般については、 適 用 課 �０３―３５１２―１６２８
「特別加入」制度については、事務組合課 �０３―３５１２―１６２９

東京労働局からのお知らせ

ワーク・ライフ・バランス推進セミナーの開催

（財）東京しごと財団 障害者就業支援課が飯田橋に移転しました

労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更しました

東京都最低賃金改正のお知らせ

～平成２２年１０月１日から～

【問い合わせ先】（財）東京しごと財団障害者就業支援課
〒１０２―００７２ 千代田区飯田橋３―１０―３ 東京しごとセンター８階
�０３―５２１１―２６８１ http://www.shigotozaidan.jp/shkn/

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です

「障害者就業支援
情報コーナー」をオ

ープン！

各記事の詳細は、東京労働局ホームページ（http://www.roudoukyoku.go.jp）をご覧ください。

●八王子労働基準監督署町田支署（２課体制）の場合
（現行） （変更後）
第１課 → 監督・安衛課…（監督及び庶務・安全衛生業務担当）
第２課 → 労災課…………（労災業務担当）

無料

【申込み・問い合わせ先】
東京労働局労働基準部労働時間課 �０３―３５１２―１６１３

FAX０３―３５１２―１５５７
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在職者
向け

正社員
に

チャレ
ンジ！

所名 電話番号 所在地

飯田橋相談室 ０３―３２３９―２８１０ 千代田区飯田橋３―１０―３東京しごとセンター内

大崎相談室 ０３―５４８７―８２２５ 品川区大崎１―１１―１ゲートシティ大崎ウエストタワー２F

日暮里相談室 ０３―５８１１―４３０１ 荒川区東日暮里５―４１―２NNビル４F

国分寺相談室 ０４２―３２６―８６６６ 国分寺市南町３―２２―１０労働相談情報センター国分寺事務所２F

都立職業能力開発センター １月入校生募集

◆科目
＜６か月＞昼間：［一般］溶接、配管、CAD製図、介護サービス、DIYアドバイザーなど７科目 ［高年齢者］ビル管理、電気設備管理
＜３か月＞昼間：［ハローワークの受講指示を受けた３５歳以上の方］パソコン実践

［高年齢者］施設警備、マンション維持管理
［ハローワークの受講指示を受けたおおむね５０歳以上の方］パソコン実践

夜間：［高年齢者］ビル設備管理
＜２か月＞昼間：［高年齢者］ビジネスリフレッシュ

◆選考日 １２月２日（木）

◆費 用 授業料は無料。ただし教科書代・作業服代は自己負担

◆申 込 １０月２５日（月）～１１月１９日（金）までに住所地を管轄する
ハローワークまたは各職業能力開発センターへ

都立職業能力開発センター
キャリアアップ講習

■職業能力開発センターのキャリアアップ講習１１月受付分

おもに平日夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習

◆講習 CAD製図（機械）中級、エンジンのオーバーホール、第三

種電気主任技術者科目合格対策（理論・基礎）、測量士補受

験対策、カラーDTP、WindowsによるPOP広告デザイン

（中級）、文書作成（Word）中級、Excel（データ加工・分析

編）、高年齢者のためのPowerPointによるプレゼンテー

ション、介護福祉士受験対策（実技）等 全３６コース

◆対象 現在働いている方で都内在住または在勤の方

◆費用 授業料１，０００円～６，５００円、ほかに教科書を各自購入

◆申込 往復はがきは１１月８日（月）（消印有効）までに、FAXは１１月

１０日（水）までに必要事項を書き直接実施校へ。

インターネットは１１月１０日（水）までに下記HPから申込。

講習内容・日程・実施校等の詳細は

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/

または職業能力開発センター・校まで。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課�０３―５３２０―４７１９

就職チャレンジ支援
「委託訓練」１月生募集

正社員への就職にチャレンジする意欲を持つ方に対して職業訓
練を行い、より安定した就業に向けてサポートします。受講中は生活
費の心配なく訓練に専念できるよう受講奨励金（月額約１５万円）を
支給、授業料・教科書代も無料です（ご利用にあたっては、所得等一
定の要件があります）。
まずは区市町村の「生活安定応援窓口」からスタート。就職に役立
つ知識や技能を身につけて、正社員にチャレンジしましょう！

１月生
◆訓練期間 １月～３月（３か月間）
◆科目 IT・医療事務系等８コース
◆募集期間 １１月１日（月）～２４日（水）

◆申込 区市町村の「生活安定応援窓口」で要件確認後、就職チャ
レンジ支援相談室でカウンセリングと訓練申込を行います。

〈就職チャレンジ支援相談室〉

科目・日程・実施施設等の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/challenge/
をご覧ください。
【問い合わせ先】中央・城北職業能力開発センター再就職促進訓練室

�０３―５２１１―３２４５

労働相談情報センターのセミナー ☆セミナーの募集は、全て申込み先着順です。定員に達した場合は、申込み受付を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
☆TOKYOはたらくネット（http：／／www.hataraku.metro.tokyo.jp／）からも申込みができます。

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

平成２２年
１１月１９日（金）、
１１月２６日（金）

１８時３０分～
２０時３０分

働く人が知っておきたい「退職」・
「解雇」・「雇止め」の基礎知識

弁護士 只野 靖 氏
中央区役所
８階大会議室

１００名
労働相談情
報センター
（飯田橋）

０３―５２１１―２２０９

平成２２年
１１月２日（火）

１４時～１７時

実例から学べ！
ワーク・ライフ・バランス
フォ－ラム

〈基調講演〉
データから読み解く！
ワークライフバランス活用術
〈シンポジウム〉
「我社（うち）、W.L.B.やってます。」

〈基調講演〉
�東レ経営研究所 ダイバーシティ
＆ワークライフバランス研究部長

渥美 由喜 氏
〈シンポジウム〉
コーディネーター：�東レ経営研究所
ダイバーシティ＆ワークライフバラ
ンス研究部長 渥美 由喜 氏、
パネリスト：
宝印刷�人事部長

冨田 淳子 氏、
徳力建設工業�代表取締役

鳥越 雅人 氏

豊島区
勤労福祉会館

１００名
労働相談情
報センター
（池袋）

０３―５９５４―６５０５

科目・日程・実施校の詳細は、

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

または問い合わせ先まで。

【問い合わせ先】

産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１６
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〔求職者向け〕東京しごとセンターのセミナー・講習
＊セミナー参加にあたり、東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩に未登録の方は、事前に東京しごとセンターの利用者登録をしていただきます。
☆会場は東京しごとセンター：千代田区飯田橋３―１０―３（一部を除く）
★東京しごとセンターHPから一部のセミナーの申し込みが可能です。http://www.tokyoshigoto.jp/

〔求職者向け〕東京しごとセンター多摩のセミナー
☆会場は東京しごとセンター多摩：国分寺市南町３―２２―１０ 東京都労働相談情報センター国分寺事務所内
★問い合わせ・申込み先：東京しごとセンター多摩 �０４２―３２９―４５２４ http://www.tokyoshigoto.jp/tama/

東京都産業労働局雇用就業部調整課発行
〒１６３―８００１新宿区西新宿２―８―１ 電話０３（５３２０）４６４６
２０１０年（平成２２年）１０月２５日発行 第１２５８号 昭和２２年８月２５日創刊
印刷規格表１類 印刷番号（２１）７３ 印刷 株式会社成光社

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

携帯版はこちら⇒

対象者 セミナー名 内容 日時 定員 応募方法・問い合わせ先

２９歳
以下

就コム！（１４期生）
少人数のクラス制で担任の就職支援アドバイザーと一緒に、短期間
で、就職活動に必要な基礎知識やグループワークを通じたコミュニ
ケーション能力などの就職スキルを身に付けていきます。

１１月１２日（金）～
１２月２４日（金）
の火・金曜日

１３時～１６時 １４名

電話にて申込みを受け
付けます。
ヤングコーナー
�０３―５２１１―２８５１

就コム！（１５期生）
１２月６日（月）～
１月２７日（木）
の月・木曜日

１３時～１６時 １４名

３４歳
以下

面接対策直前セミナー
面接直前のあなたに、絶対に押さえておくべきポイントをお話ししま
す。面接が苦手と思っている方におすすめの模擬面接セミナーです。

１１月１０日（水）１４時～１６時 ４０名

合同就職面接会
複数企業の採用担当者と面接ができます。履歴書を複数枚ご持参く
ださい。なお、参加にあたっては、東京しごとセンターへの登録が必要
です（当日登録可）。

１１月１２日（金）

１３時３０分～
１６時３０分

（※受付締切１６時）
入退場自由

予約
不要

ジョブパーティ！WEEK
就職活動セミナーと企業担当者とのコミュニケーションイベントが
セットになった３日間連続の講座。面接とは異なり、気軽な気持ちで参
加できます。

１１月１５日（月）
～

１１月１７日（水）

１５日（月）１３時～１６時
１６日（火）１０時～１７時
１７日（水）１３時３０分～

１６時３０分

４０名

就活スキルアップ実践講
座

職業人意識（キャリアデザイン）、コミュニケーション能力、ビジネスマ
ナー等をレベルアップさせる、ロールプレイングを中心とした実践的
なセミナーです。

１１月１８日（木）
～

１１月１９日（金）
１０時～１７時 ２０名

模擬面接セミナー
きつい面接にも強くなる。自分らしさを伝える力が身につく。一日完結
面接セミナーです。

	１１月２０日（土）

１１月２６日（金）１３時～１６時 １５名

自己分析実践パック １日集中講座。自己分析を徹底的に行います。 １１月２２日（月）１０時～１７時 ２０名
就活倶楽部
～総合的に就活がわかる
２日間～

就職の必須要素を２日間でマスター。
１日目「就活スタート＆自己分析」「しごと研究＆求人検索」
２日目「人事が喜ぶ書類作成講座」「知っ得面接トーク＆マナー」

１１月２４日（水）
～

１１月２５日（木）
１０時～１７時 １６名

３９歳
以下

ものづくり企業就職セミナー
「ものづくりの世界で生きる！
～若手社長が語る技と人～」

若手社長がものづくりの面白さや魅力について講演します。併せて、
ものづくりの担い手となるための具体的方法（職業訓練等）の説明や
個別相談会も実施します。

１１月１７日（水）
１３時３０分～
１６時３０分

７０名

３４歳以下
で入社後
概ね３年
以内の方

若手社会人のためのビジ
ネス力アップ講座
～ファシリテーション力向
上編～

「人と人とを結ぶ技術」とも言われるファシリテーションの技術を実践
的に学びます。社内での様々な立場の人の意見を聞き、効率よく仕事
を進めることを目指します。

１１月２７日（土）１３時～１６時 ３０名

３０～
５４歳

非正規雇用者向け求職活動
支援セミナー
～経歴・スキルを超えるア
ピール術～「応募書類の実
例に学ぶ、採用担当者の気
持ちをつかむ方法」

就活で最初の難関となる書類選考。「応募書類作成のノウハウを知り
たい」「非正規就業やブランクの記載が不安だ」という方のために、ア
ピール方法を話します。実際に内定までこぎつけた応募書類の実例と
採用担当者の声から、企業の気持ちをつかむ応募書類の作成方法を
学びます。

１１月３０日（火）
１３時３０分～
１５時３０分

１００名

電話にて申込みを受け
付けます。
ミドルコーナー
�０３―５２１１―２８０３

５５歳
以上

高年齢者のための就職支
援講習
「イベント・交通警備ス
タッフ」

イベント・交通誘導の警備員として働く上で必要な基本的知識や心構
え、基本動作などを学びます。

１月１３日（木）
～

１月２５日（火）

９時３０分～
１６時３０分

２０名

１１月１５日（月）消印有効
往復はがきに講習名・郵便
番号・住所・氏名（ふりがな）
・生年月日・年齢・電話番号
を書き、郵送。
東京しごと財団能力開発係
〒１０２―００７２

千代田区飯田橋３―１０―３
（問い合わせ先）
能力開発係�０３―５２１１―２３２７

高年齢者のための就職支
援講習
「マンション管理員�」

マンションに関する知識や法律、管理組合や居住者へのサービスと接
遇法、諸設備の故障対応、防火の知識と実技を学びます。

１月１３日（木）
～

２月４日（金）
９時～１７時 ４０名

対象者 セミナー名 内容 日時 定員

３４歳以下

ヤング向け就活セミナー
「自信が持てる応募書類講座＆自信
が持てる面接対策講座」

１日目 自信が持てる応募書類講座：就活の進め方や自分の隠れた経験・長所
の探し方、応募書類の作成ポイントなど
２日目 自信が持てる面接対策講座：選考ポイントや面接マナーなど
※１日だけのご参加、両日のご参加、どちらでも結構です。

１１月２４日（水）
１１月２５日（木）

１３時３０分～
１６時３０分

３０名

就職に必要な極意を身につけよう！
「就勝ゼミ」

少人数実践型の就勝ゼミでは、就活のポイントを学びながら 社会人としての
心構えを身につけます。実力をつけて内定を勝ち取ろう！
１３日：自分らしさをアピール！「グループ面接対策」
２７日：他の人と差をつける！「グループディスカッション対策」
※１日のみの参加も可能

１１月１３日（土）
１１月２７日（土）

１３時３０分～
１６時００分

１５名

３０～５４歳
中高年者向け就職ノウハウセミナー
「１日で学べる再就職活動のテクニッ
ク」

就職活動を進めていく上での課題・問題点の整理、自己分析と自分の強みの発
見、自分にあった求人情報の探し方・売り込み方・採用担当者に評価される応募
書類の書き方、キャリアを活かした面接の受け方等、就職活動のノウハウをわか
りやすく解説します。

１１月１０日（水）１３時～１７時 ５０名

３０歳代
正社員を目指そう
「就トレ多摩 ７日間コース」（第９期）

パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用での職歴が長い３０歳代の方を
対象に正社員で働くために必要な就職活動のノウハウや足りないスキルを身に
つけるための短期集中プログラムです。（自営業、正社員在職者は受講対象外）
プログラム終了後には企業の人事担当者と直接面接できる「合同面接会」を開
催（面接選考あり 申込〆切１１／１９（金））

１２月１日（水）
～

１２月９日（木）
１０時～１７時 １５名

５５歳以上
高年齢者向け就職ノウハウセミナー
「再就職のいろはセミナー」
～自身の経験スキルを活かそう～

高年齢者を取り巻く労働市場の現状と人材ニーズの分析、採用担当者に評価さ
れる応募書類の書き方、自分を上手に表現できる面接の受け方等、就職活動の
ノウハウをわかりやすく解説します。

１１月１７日（水）
１３時３０分～
１６時３０分

５０名

6
とうきょうの労働 平成２２年１０月 TOKYOはたらくネット http：／／www.hataraku.metro.tokyo.jp／


