January 2019 Seminars & Events Calendar
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セミナー・イベント日程表

日

月

30 31

火

1

水

2
（休館日）

6

7

8

ヤングコーナー
木

3
（休館日）

9

10

1/10（木）～2/25（月）
1/17（木）～2/28（木）
10:00-13:00（毎週月・木 全12回）
3階就よびルーム【受付中】

15

16

20 21

応募書類・面接で使える カ
「自己PR・志望動機」作成講座
10:00-12:30
３階セミナー室
【受付中】
応募書類完成講座 カ
13:45-16:45
３階セミナー室
【受付中】

27 28

5

11

12

自己分析 カ
10:00-13:00
３階セミナー室
【受付中】

職場で活かせる
コミュニケーション講座
14:00-17:00
３階セミナー室
【受付中】
都合により中止します

業界職種勉強会
「ITエンジニア」

ワークライフバランス
の達人たち

17

18

10:00-13:00
３階セミナー室
【受付中】

10:30-16:00
３階セミナー室
【受付中】

第1部 13:00-15:00
第2部 15:00-17:00
地下２階講堂
【受付中】

公務員の仕事の実際
第1部 10:30-12:00
第2部 14:00-16:00
4階403教室
【受付中】
第8回とうきょうJOBフェスタ
12:00-17:00
地下２階講堂
【12/21受付開始】

22

23

面接対策（基礎編）カ
10:00-12:00
３階セミナー室
【受付中】
面接対策（実践編）カ
13:30-16:30
３階セミナー室
【受付中】

29

追加しました

4

ステップアップ！
実践マナー講座
（休館日）

笑顔でポジティブシンキング
グルグル思考から抜け出
10:00-13:00
すためのメンタルヘルス
３階セミナー室 【受付中】
--------------------グルグル思考から抜け出す
14:00-17:00
ためのメンタルヘルス
３階セミナー室
14:00-17:00
【受付中】 【受付中】
３階セミナー室

30

土

（休館日）

就よび！（第11期）29

13 14

金

24

25

19
1/17 「ワークライフ」
1/18 「公務員の仕事」
1/25 「アウトドア」
詳細は裏面参照！

26

グループ
ディスカッション

しごと研究／アウト
ドア＆スポーツ業界

自分らしく働き続ける
～伝える力と仕事への
取り組み力を見直す～

13:30-16:30
４階403教室
【受付中】

13:30-16:30
３階セミナー室
【受付中】

10:00-13:00
３階セミナー室
【受付中】

31

業界職種勉強会
「営業職」

面接対策講座

10:30-16:00
３階セミナー室
【受付中】

10:00-17:00
３階セミナー室
【1/9受付開始】

1

2

就職力up！（第4回）29
2/6（水）～2/20（水）
10:00-16:00（一部～16:30）
5階研修室、他【受付中】

●セミナー・イベントの会場は東京しごとセンター (〒102-0072 千代田区飯田橋 3-10-3）です。
●「29 歳以下」マークの付いているもの以外は、34 歳以下の方が対象です。受講される方は必ず前日までに利用登録をお願いします。
●各セミナーのお申し込みは、受付開始の日から電話にて先着順にお受けします。
●ご都合により遅刻・キャンセルをされる場合は必ず事前にご連絡ください。（遅刻の場合は、入室をお断りする場合がございます）。

●各セミナー・イベントの詳しい内容は裏面、またはホームページをご参照ください。ーhttps://www.tokyoshigoto.jp/

29

29 歳以下

カ

カウンセリングとの併用が
オススメ！
2019 年 3月までに卒業予定
または既卒 3 年以内の方

【お問い合わせ・お申し込み】

青字のセミナー・イベント= 03-5211-2851 東京労働局委託事業
赤字のセミナー・イベント= 03-5211-6351
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17 thu







Ⴧᒞऔ॒ृ$,औ॒ऩनਯऎभ॔ॸشॕ५ॺ॑ুऋ
椎名林檎さんやAIさんなど数多くのアーティストを手がける
ఠ௫উটॹগش१ؚشఃृ॔ॻঋথॳকشঞش५दु
音楽プロデューサー、登山やアドベンチャーレースでも
ણඩघॊॸঞঅફभਾଂॹ५ॡؚॠঙشढ़ॖभَ
活躍するテレビ朝日の報道局デスク、ギョーカイの「達人」
যُउযऋডشॡছॖইংছথ५भਏਙ॑ऎୁॊ
お２人がワークライフバランスの重要性を熱く語る
উছ५ডথ७ॼشৗஐ५ঌ३কঝؚउৄജखऩऎآ
プラスワンセミナー新春スペシャル、お見逃しなく！

ٹৗஐ6SHFLDO9RO ডشॡছॖইংছথ५भَযُञठ
 عऒोऊैभَ௮ऌ্٭েऌ্ُ॑અइॊع

2019年１月17日（木） 第１部 13：00～15：00 ৣڮమൡ
地下２階講堂
  ফڭাقكਸ਼ڭع
第２部 15：00～17：00 地下２階講堂
ਸ਼ڮع
ৣڮమൡ
  ప؟நఈਛقঘॽংش१ঝগش४ॵॡطউটॹগش१كش
     ൝Ⴟ ॸقঞঅફطਾଂॹ५ॡك
  ॼঅ।؟شॱشিরূقखओध७থॱكش


ȸ
Ȋ
ȟ
ǻ

   ؞ౄৰखञউছॖঋॺشऋँॊऊैଐःலহऋदऌॊ؛ଐःலহ॑घॊऊ
    ैউছॖঋुॺشౄৰघॊ
   ؞ະَ॑லহُपખऔचॊেऌ্
   ੇ؞൦दमَଐऌঃঃُؚலহऋ႞खऎथुੇఔधभৎमન৳घॊ
    ؼؼजभؚॠঙشढ़ॖਈഈ॑ढॊउযपेॊؚ৯ऊैक़ট॥
      भலহ٭॑পજपघॊেऌ্ౠ؛ऒोऊैघॊघसथ



      भप๔ॉऽघ آਸपमಞศऩউঞ८থॺुآ
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18 fri











ૂଵ৶৽ୡૂؚু৩ؚजभঋॸছথਁਜ
都庁管理職経験者、厚生労働省東京労働局職員、都庁若手職
都庁管理職経験者、都庁若手職員、特別区職員ほか
৩॑ਯ।५ॺपಶइॊঃॿঝॹॕ५ढ़ॵ३ঙথਁ؛ਜ
員、
特別区職員ほか、多数のゲストを迎えるパネルディスカッ
多数のゲストを迎えるパネルディスカッション。
৩भَखओधُधम ءଏطଏभڮଡਛदजभৰ
ション。公務員の「しごと」とは？午前／午後の２部構成で
公務員の「しごと」とは？午前／午後の２部構成で
ଙपॉऽघقآनठैऊ্भाभਸु2.ك
その実態に迫ります！（どちらか一方のみの参加も
OK）
その実態に迫ります！（どちらか一方のみの参加もOK）

ٹৗஐ6SHFLDO9RO ਁਜ৩भலহभৰ
2019年１月18日（金） 第１部 10：30～12：00 ৣڮమൡ
地下２階講堂
  ফڭাقসكਸ਼ڭع
第２部 14：00～16：00 地下２階講堂
ਸ਼ڮع
ৣڮమൡ
  ই॓३জॸ؟شॱشমਮقय़কজ॔ढ़क़থ७ছكش
   ૂ؞ଵ৶৽ୡڮ¼ই॓३জॸشॱشपेॊঃॿঝॹॕ५ढ़ॵ३ঙথ
   ૂ؞ু৩ऺऊ¼ই॓३জॸشॱشपेॊঃॿঝॹॕ५ढ़ॵ३ঙথ
・若手職員ほか×ファシリテーターによるパネルディスカッション
   ؞ਸधभସઑૢ௦ॱॖ
    ؼؼਸ਼ڭमؚभ৫ಈदপ௬॑खञَऔऽकऽऩ౧॑৽ୡख
      ञऊैୁोॊথॿਵُગ২भః آਸ਼ڮदमَऩछਁਜ৩भ
      ॑৭॒टऊَُણৎपਁਜ৩ਰਗभரुਭऐञऊُऩनਁؚਜ৩
      を目指す皆さんの知りたいポイントを掘り下げるプラスワンセミナ－
॑৯घऔ॒भੴॉञःএॖথॺ॑ॉৣऑॊؚউছ५ডথ७ॼ



      新春スペシャル第２弾！
ٕৗஐ५ঌ३কঝਸ਼ڮഩآ
ナー新春スペシャル第２弾！ऒठैुಞศऩউঞ८থॺਤႫآ

Happy
New
Year !
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25 fri






ະ॑ણऊखञੀद௮ऌञः آ০म॔क़ॺॻ॔٭
५এॶشੀ્॑ૐखऽघ آ३ঙॵউृওشढ़شद௮ 
ऎपम ءঋॸছথੀযभബฺॺشॡदजभ௫खऔृ
ౄৰؚक़ছহੲ॑ੴढठूःऽखॆअ؛
※開催日が25日に変更になりました。

ٹखओधଢ଼َ॔क़ॺॻ॔٭५এॶشੀُ
  ফڭাقসگ عكమ७ॼش
  ప؟িਣఘقংথ४ش४কথউইज़ॺॢছই॓كش
  ॼঅ।؟شॱشিরূقखओध७থॱكش
   ؞ऌऩ३ঙॵউद௮ऎؚजभওজॵॺधॹওজॵॺ
   ؞५এॶش৷ृक़ख़॔भওشढ़شदؚ৫पॎॊ
   ش॔ॶ؞੫ृॖঋথॺઈभउலহ
   ؞ጟोभ৭ুृથযधभலহुตदमऩःء
    ؼؼजभؚ॔क़ॺॻ॔٭५এॶشੀभৰੲपॉऽघآ

