
区内在住の方、区内事業所にお勤めの方を対象にキャリアアップ
支援講座を実施します。

◎申し込み
　方法

	 電話、FAX、Eメールにてお申し込みを受け付けます。
お申し込みの方は①希望講座②住所③氏名④年齢⑤電話番
号／ FAX番号を明記してください。

◎申し込み、
　問い合わせ

	 テクノプラザかつしか　
	 TEL	3838－ 5557　FAX	5680－ 8618

	 E メール info@techno-plaza.jp

講　座　名 開　催　日　時 受講料 教材費

インテリアコーディネーター講座 全 24 回 6月 24日～ 9月 30日　火・金曜日　19：00～ 21：00 ¥24,000 ¥6,264

インテリアコーディネーターの資格は洗練されたイメージで有名で人気のある資格です。
技術職、販売接客業と幅広い職業につながるし、自宅の管理にも役立つからです。取得のための知識は多岐にわたるので、学習だけでかなりの教養
が身に付きます。それなのに、意外と取得しやすいのです。講座では、効率良く出題箇所を提示し、解説してゆきます。
ゼロからで大丈夫です。この機会にお得な資格を取得しましょう。

「宅建講座」無料体験 8月 5日（火）、8月 12日（火）19：00～ 20：30 無　料

「宅建講座」で抜群の短期合格実績を生みだす解法革命（逆読みキーワード法）の無料体験講座を開催しますので、ぜひ、スピード合格の学習法を
体験しましょう。（各日内容は同じです）

早わかり 宅建合格講座 総まとめコース 全８回 8月 19日～ 10月 14日　火曜日　19：00～ 20：30 ¥8,000 ¥8,000

宅建資格は不動産業界をはじめ、融資の担保として土地を扱う金融機関、顧客の資産設計を行う生保業界、店舗の立地が経営戦略となる小売業や外
食産業等、あらゆる業界でニーズがある他、マイホームの購入や資産管理をするための自己啓発・就職・転職・独立開業・社内キャリアアップ等に
役立ちます。
さらに国家プロジェクトとして中古住宅市場35兆円規模の活性化で宅建のニーズが急拡大！超人気資格をDVD付き教材で基本から学べます。

「行政書士講座」無料体験 8月 18日（月）、8月 25日（月）19：00～ 20：30 無　料

「行政書士講座」で抜群の短期合格実績を生みだす解法革命（逆読みキーワード法）の無料体験講座を開催しますので、ぜひ、スピード合格の学習
法を体験しましょう。（各日内容は同じです）

早わかり 行政書士講座 総まとめコース 全８回 9月 1日～ 10月 27日　月曜日　19：00～ 20：30 ¥8,000 ¥8,000

行政書士資格は各種の許認可申請・後見事務・相続等の資産管理に至るまで法律知識をフル活用してトータルサポートしてゆくプロフェショナルで
あり、予防法務のスペシャリストです。また、企業の法務的観点から幅広いアドバイスが行えるビジネスコンサルタントとして注目の国家資格です。
さらに代理権の明文化による業務拡大、行政書士事務所の法人化、ADR（裁判外紛争処理）制度の拡充等により、行政書士の資格取得はあなたの将来
を飛躍的に拡大！超人気資格をDVD付き教材でやさしく学べます。

キャリアアップ
支 援 講 座
キャリアアップ
支 援 講 座

テクノプラザかつしか

- めざせ ! ムーディコーラス隊 -
パワフル ! かつしか★のど自慢

ムーディ勝山が自らのコーラス隊結成を目指して、
葛飾の街に繰り出します。そこで出会った”街 !・
人 !・出来事 !”など、葛飾の魅力をパワフルにご
紹介。　区内のイベント情報も盛り沢山!!		どうぞ、
お聞き逃しなく !!

絶
賛放送

中
!! ～ テクノプラザかつしか 提供番組 ～

かつしかFM

  78.9
     MHz
毎週金曜日 

17：30～17：45

カフェレストラン「みずも」

カフェレストラン「みずも」では、
毎週土曜・日曜のランチタイムに
「ホリデーバイキング」を開催中！
毎週テーマが変わるのでお楽しみに !! 平日は「日替わりランチ」、

「ヘルシープレート」、「こだわり丼」など、
新しいメニューをご用意して、
皆様のご来店をお待ちしております。

11：00～15：30（Ｌ.０．14：30)
60分食べ放題（ドリンクバー付き）
大人　1000円（税込）
子供　　500円（税込）
小学生以下のお子様は無料

11：00～15：30（Ｌ.０．14：30)
60分食べ放題（ドリンクバー付き）
大人　1000円（税込）
子供　　500円（税込）
小学生以下のお子様は無料

営 業 時 間　10：30～18：00（平日）
　　　　　　10：30～15：00（土・日・祝）
ランチタイム　11：00～14：30

葛飾区青戸７－２－１　テクノプラザ葛飾１Ｆ　TEL 5680‐8616

ホリデーホリデーバイキングバイキング

施設メンテナンスのため平成26年8月９日・10日は休館となります。休館日のお知らせ

パワフルかつしかは年４回【６月・９月・12 月・３月】発行します 平成 26 年６月 25 日号
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パソコン講習会／活用相談 P2

創業セミナー／よろず相談会 P2

葛飾区からのお知らせ P3-4



創業を志す方向けのセミナーです。創業するまでの
心構えとチェック項目について学びます。また、起
業家を講師に迎えて準備期間を中心に苦労話やアド
バイスをしてもらいます。

◇日時　9 月 20 日（土）14：00～16：00

◇場所　テクノプラザかつしか　第３会議室

創業に興味のある方、事業アイデアを持っている方
の個別相談会です。あらかじめ相談シートに記入い
ただき、相談員が個別にアドバイスを行います。

◇申し込み方法	 電話・FAX・Eメールにてお申し込みを受け付けます。
お申し込みの方は①講座名「9月 20日創業セミナー初級編」または「○月○日○時希望　創業よろず相談会」
②住所③氏名④年齢⑤電話番号／ FAX番号を明記してください。

◇申し込み・問い合わせ　TEL　3838-5557　FAX	5680-8618　Eメール　info@techno-plaza.jp

　「操作や使用方法がわからない」「こんな書類が作りたい」「受講した講座の復
習をしたい」など、パソコン機器の使用方法や活用等についてのご質問に専門イ
ンストラクターがお応えします。
　利用日時　毎週金曜日12：00～ 20：00（予約不要／相談、利用料無料）

　会社・事業所・サークルなど、パソコン研修や勉強会などにグループ単位でご
利用いただけます。

※W⑦～W⑩、E⑦～E⑩講座は、それぞれ同じ教材となります。

　◎定員　各講習会とも先着10名様
　◎申し込み方法　電話、FAX、Eメールにてお申し込みを受け付けます。
	 お申し込みの方は①講座名「講座No. ○月○日」②住所
	 ③氏名④年齢⑤電話番号／ FAX番号を明記してください。
　◎申し込み、問い合わせ　
　テクノプラザかつしか　TEL	3838－ 5557　FAX	5680－ 8618
　Ｅメール	info@techno-plaza.jp

講　座　名 講座No. 講習料 教材費 時間数 開始時間 終了時間 6月 7月 8月 9月

無料講座 パソコンをはじめよう！ PF 無料 ¥300 3 10:00 13:00 13（日） 17（木） 8（月） 13（土）

	
ワ
ー
ド
編

入門 ワードのいろは W⑥ ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 17（木） 13（土）

初級 シンプル文書をつくろう W⑦ ¥4,500 ¥1,080 6 10:00 17:00 12（土） 14（日）

中級
図形・イラストで見栄えよく W⑧ ¥6,000 ¥1,080 6 10:00 17:00 26（木） 19（土） 21（日）

表の作成と活用 W⑨ ¥6,000 ¥1,080 6 10:00 17:00 ８（火） 10（水）

応用 目次作りやラベル印刷など W⑩ ¥6,000 ¥1,080 6 10:00 17:00 15（火） 3（水）

	

エ
ク
セ
ル
編

入門 エクセルのいろは E⑥ ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 24（火） 23（水） 11（木）

初級 表をつくろう E⑦ ¥4,500 ¥1,080 6 10:00 17:00 ９（水） 18（木）

中級

関数でらくらく計算 E⑧ ¥6,000 ¥1,080 6 10:00 17:00 16（水） 4（木）

グラフをつくろう E⑨ ¥6,000 ¥1,080 6 10:00 17:00 23（月） 22（火） 17（水）

データベースで情報管理 E⑩ ¥6,000 ¥1,080 6 10:00 17:00 １（火） 24（水）

応

　用

　編

すぐ慣れる最新 Windows8.1 入門 P① ¥2,250 ¥300 3 10:00 13:00 ４（月） 28（木）

インターネット入門～基本操作と定番サイト P② ¥3,000 ¥604 3 14:00 17:00 ４（月） 28（木）

メール入門～基本操作と便利な使い方 P③ ¥3,000 ¥604 3 10:00 13:00 ７（月） ５（火） 27（水）

ブログ入門～簡単・素敵に発信しよう P④ ¥3,000 ¥300 3 14:00 17:00 ７（月） ５（火） 27（水）

パワーポイント入門～プレゼンに挑戦！ P⑤ ¥6,000 ¥1,512 6 10:00 17:00 ６（日） ６（水）

パソコンでデジカメ写真を楽しもう P⑥ ¥4,500 ¥740 6 10:00 17:00 29（日） 20（日） ７（木）

ソフト不要、無料で作れるホームページ
（6 時間× 2 回コース） P⑦ ¥12,000 ¥1,836 12 10:00 17:00 ①14（月） ②21（月） ①24（日） ②31（日）

本格派ホームページ作りに挑戦！
（6 時間× 2 回コース） P⑧ ¥12,000 ¥2,138 12 10:00 17:00 ①23（土） ②30（土） ①22（月） ②29（月）

あなたも今日からネットショップ店長
（6 時間× 2 回コース） P⑨ ¥12,000 ¥1,728 12 10:00 17:00 ①２（火） ②９（火）

演習で身につくパソコン会計
（3 時間× 3 回コース） P⑩ ¥9,000 ¥2,462 9

10:00 13:00 ①30（水） ③31（木） ①６（土） ③７（日）

14:00 17:00 ②30（水） ②６（土）

パソコン活用相談（区内在住、在勤、在学の方） 定期講習会（区内在住、在勤、在学の方）

団体研修利用（有料）

参加費無料
先着 30 名様

（区内在住、在勤、
在学の方優先）

参加費無料
先着各日 6 名様

（区内在住、在勤、
在学の方）

お一人様50分以内

創業セミナー初級編
～創業準備～

パソコン講習会のご案内スキル
アップの

ための ◎場所　テクノプラザかつしか２階（パソコンステーション）

創業よろず相談会

この下は広告スペースです。内容については広告主にお問い合わせください。

  《制度概要》
■融 資 対 象 次の①、②の両方に該当する必要があります
　①保証協会の保証付融資を利用していること　
　②事業計画を策定し資金繰り安定化や経営改善に取り組むこと
■資 金 使 途 運転資金　　
■期　　   間 10 年以内（据置期間６か月以内を含む）
■融資限度額 既存の保証付融資の残高に、事業計画の実施に必要な資金および
 諸費用を加えた額の範囲内
■信用保証料 当協会の定めによる　※小規模企業者（従業員数が製造業等 20 人以下、
 卸売業・小売業・サービス業は５人以下）に対し、東京都が２分の１を補助

東京都制度融資「特別借換」が拡充されました
既存の保証付融資の一本化により返済負担を軽減できる「特別借換」は、より使い勝手が良くなり、
事業計画の実施に必要な資金が上乗せ（真水資金導入）できるようになりました。

原則として、既存の保証協
会の保証付融資のすべて
が借換の対象となります！

Point① Point②
借り換える保証協会の保証付融
資残高に、事業計画の実施に必
要な資金およびこの融資に係る
諸費用が上乗せできます！

東京都が信用保証料の
２分の１を補助します！

Point③

※信用保険法第２条第３項に定める
　小規模企業者が対象となります。

●詳しくは当協会ホームページをご覧ください！■■お問い合わせ■■東京信用保証協会　葛飾支店　TEL 03（5680）0801

◇日時　7 月 24 日（木）10：00～17：00　  9 月 6 日（土）10：00～17：00

　　　　11 月 13 日（木）10：00～17：00

◇場所　テクノプラザかつしか　第２会議室

平成 26 年６月 25 日号 P2葛飾区からのお知らせ



「しごと発見プラザかつしか」は葛飾区が行う無料職業紹介所です。

－　内職相談窓口　毎週火曜・木曜　実施中　－

	●	自分に適した仕事が見つからない。
	●	履歴書の書き方、面接のマナーがわからない。
	●	これからの働き方を考えたい。　

 ● 注目企業情報　 ● お仕事情報　 ● 就職支援セミナー　 ● 内職情報
　◆場　　　所　テクノプラザかつしか　1階（青戸７－２－１）
　◆受 付 時 間　平日	 10：00～ 19：00
　　　　　　　　第1・第 3土曜日	 10：00～ 17：00
　　　　　　　　内職相談　火曜・木曜	 10：00～ 16：00
　　　　　　　　※仕事相談希望の方は、事前予約をお願いします。
　◆問い合わせ　しごと発見プラザかつしか
　　　　　　　　TEL	5680-8765　　FAX	5680-8766
　　　　　　　　http://www.katsushika-shigoto.net

	●	貴社が要望する人材を登録者の中からご紹介いたします。
	●	専属の求人開拓員が直接訪問し、人材確保について相談に応じます。職
場の雰囲気を知ることで、紹介のミスマッチ防止にも務めています。

　葛飾区では、一定の条件を満たす産業関係団体に登録をしていただき、テクノ
プラザかつしか利用の優先受付等サービスを行い、団体の育成を図っています。
　随時に登録を受け付けていますが、２年毎の登録基準日（８月１日）に登録の
更新手続きを行っています。（平成 26年度は更新年度にあたりますので、登録
されている団体は、更新手続きが必要です。）

◎手続きの期限　平成26年７月 15日（火）
◎手続きに必要なもの
　１．登録申請書（産業経済課にあります。）
　２．役員名簿
　３．規約または会則
　４．事業計画書
　５．会員名簿
　６．代表者の印鑑
※すでに登録している団体（平成24年度に更新手続きをしている団体）には、更新手続きの申請書を郵送します。

　  ◆登録要件◆
○経営の振興、技術の向上・改良等を目的とする区内の産業団体で
　団体の事業所または代表者の住所が区内であること。
○団体の構成員（事業所）が10以上で７割以上が区内であること。
○団体規約（会則）が整備され・事業運営が継続的・計画的に行われていること。

	 （その他、詳しくはお問い合わせください。）　　

◎手続きの場所（郵送でも可）
　葛飾区産業経済課経済企画係（テクノプラザかつしか１階）
◎問い合わせ
　葛飾区産業経済課経済企画係
　　電話　３８３８－５５５４

会場は、東京理科大学葛飾キャンパス（葛飾区新宿６－３－１）
※これまでは、青戸のテクノプラザかつしかにて、毎年10月に行っており
ましたが、今年は第30回記念として、金町駅近くの東京理科大学葛飾キャ
ンパスにて開催いたします。
ご来場の際は、開催日時・会場をご確認ください。

●葛飾区産業フェア公式ホームページアドレスはこちら
� http://www.k-sanfair.com/
	 ※詳細が決まり次第、随時更新していきます。

●問い合わせ 	 商工振興課工業振興係　　TEL ３８３８−５５８７

◎優良工場
葛飾区内で操業している工場で、周辺地域社会に対する
貢献、施設内の操業環境などが優れていると認められる
工場を「葛飾区優良工場」として認定するものです。

◆応募資格
葛飾区内で現在操業中であり、東京
都『都民の健康と安全を確保する環
境に関する条例』第81条の工場認
可を受けている工場であること
※	表彰された優良工場については、広報
紙に掲載するなど広くＰＲします。

◆申込締切　平成26年 10月 31日（金）
◆申し込み・問い合わせ
　葛飾区商工振興課　工業振興係
　〒125－0062　葛飾区青戸７－２－１
　テクノプラザかつしか２階
　電　話　３８３８－５５８７
　ＦＡＸ　３８３８－５５５１

国や区で実施している雇用関係助成金について、助成金の内容、受給要件、申請書の
記載方法等の説明や相談をお受けします。事業所の就業規則、労働紛争、社員のメ
ンタルヘルス対策等、人事・労務に関する相談についてもお気軽にご相談ください。

【葛飾区の雇用関係助成金】
葛飾区内の事業所において、区民または震災被災者を雇い入れることにつき、

ハローワークから該当となる雇用奨励金を受けている中小企業が対象となります。

◇相談日及び相談時間　事前予約制　毎月１回　午後１時から午後４時まで
◇場所　　　　　　　　テクノプラザかつしかまたは区内事業所
◇利用料　　　　　　　無料
◇問い合わせ・受付　　産業経済課経済企画係　3838－5554

（毎月第３土曜日・伝統産業館に於いて）
　葛飾区伝統産業館では、毎月第３土曜日の午後
“ 伝統産業に触れよう、学ぼう、体験しよう ”をテーマに伝統産業体
験教室を開催しています
　　

対　　象　　　小学生５年生以上の方
費　　用　　　各教室共　受講料　　2,000 円（材料費含む）　　　　　　
申込方法　　　電話またはＦＡＸで＜氏名・住所・電話番号等＞
	 　　　（定員になり次第締め切り）
会場・申込先　葛飾区伝統産業館　葛飾区立石７－３－１６
　　　　　　　TEL 及び FAX　5671－8288	

「助成金」、人事・労務関係の
相談をお受けいたします。

…雇用関係助成金 / 就業規則 / 労働紛争 / 社員のメンタルヘルス対策…

　区では、全区立中学校の 2年
生を対象として、働くことの意義
を考え職業に対する関心を深める
ために、5日間の中学生職場体験
を実施しています。
生徒受け入れの時期や時間帯等調
整させていただきますので、ご協
力をよろしくお願いいたします。

◉問い合わせ
産業経済課経済企画係
TEL	3838-5554

職人の指導による伝統産業体験教室

日　時 伝統産業名 講師氏名 体験教室内容 募集人数

７月19日　午後１～３時 伊勢形紙 松井　喜深子 ポストカードの形紙彫り 20名

８月９日　　午後１～３時 東京手描友禅 兵藤　修 友禅のタペストリー色さし 20名

９月20日　午後１～３時 江戸べっ甲 山川　金作 べっ甲の茶杓作り 10名

葛飾区の奨励金 国の奨励金 申請期限

葛飾区トライアル雇用
促進奨励金 トライアル雇用奨励金 国の支給決定から

3か月以内

葛飾区正規雇用促進
特別奨励金

若年者等正規雇用化特別奨励金
派遣労働者雇用安定化特別奨励金

国の支給決定から
6か月以内

葛飾区3年以内既卒者
トライアル雇用特別奨励金 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 国の支給決定から

6か月以内

今回のテーマは「葛力！葛発！大葛祭！」

平成26年９月５日(金)・６日(土)・７日(日)の３日間で、
工業・商業・観光・農業・伝統産業展を同時に行います。

葛飾区
優良工場顕彰募集案内

おうちで仕事をしたい方へ、内職求人の紹介をいたします。
また、内職提供事業所の募集を行っています。
募集内容はホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
　　内職窓口　毎週火曜・木曜　10：00～ 16：00
＊初めてご相談の方は、本人確認資料（運転免許証、健康保険証等）をお持ちください。

個別カウンセリング

就職支援セミナー

適職診断 仕事紹介

４つのサービスメニュー

産業関係団体登録（更新及び新規）を
受け付けます。

 事業所の皆様へ

 仕事探しにお悩みの方へ

 内職相談窓口

 しごと発見プラザかつしか「おしごと情報ナビかつしか」

平成26年度

第30回葛飾区

産業フェア速報！

産業関係団体登録（更新及び新規）を
受け付けます。

社会保険労務士が

第30回葛飾区

産業フェア速報！

「中学生職場体験事業」
生徒受け入れ事業所を
募集しています。

「中学生職場体験事業」
生徒受け入れ事業所を
募集しています。

かつしかで
、

　仕事探し 「しごと発見プラザかつしか」「しごと発見プラザかつしか」
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交通規制のお知らせ

【内容】
　アドバイザーが企業に伺い、職場環境改善についての支援を行います。
（ワーク・ライフ・バランス推進に関する意識啓発・助言及び法律等の情報提供、
職場環境整備に向けた提案、育児・介護休業法に関する就業規則作成・改正の支援）
　詳しくはお問い合わせください。

【申し込み方法】
　所定の申請書（窓口又は区ホームページ）を持参又は郵送によりお申込み下さい。

【申し込み締切】（平成26年度受付分）
　平成26年 12月 19日（金）先着5企業といたします。

【申し込み・問い合わせ】
　総務部人権推進課男女平等推進係（男女平等推進センター）	
　〒 124-0012　立石 5-27-1（ウィメンズパル内）
　TEL	03（5698）2211

　職場環境を整備し、社員の仕事と生活の両立推進に取り組
もうとしている区内企業に、ワーク・ライフ・バランス支援
アドバイザー（社会保険労務士）を無料で派遣します。
　ワーク・ライフ・バランスは優秀な人材の確保・定着や生産性の向上、効率
化を進め、企業を成長させる経営戦略と言われています。ぜひご活用ください。

区内の中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の
習得を目的として、従業員を大学等に通学させる際の学費の一部を補助します。

【申請資格】
1	中小企業基本法第２条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2	区内で引き続き１年以上事業を営んでいること。
3	前年度の法人都民税（法人道府県民税）又は特別区民税（市町村民税）
を滞納していないこと。

4	補助対象経費の２分の１以上を負担していること。

【対象経費】
補助事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通
学させるための授業料、実験実習料または教材費のうち、補助事業者が負担した額。

【補助額】
補助対象経費の２分の１の額もしくは授業料等の３分の１の額のいずれか
低い方の額（1,000円未満切捨て）とし、30万円を上限とする。
申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】商工振興課工業振興係
　　　　　（青戸７－２－１　テクノプラザかつしか内）TEL　3838－5587

◆事業所会員
区内の300人以下の事業所で働く従業員と事業主の方

※保育園（私立・認証）、個人商店・個人事業所、医院、診療所、
介護など福祉関係、タクシー会社、ＮＰＯ法人　他
※事業所で取りまとめてのお申し込みとなります。事業所が
負担する入会金や会費は、税法上「損金」「必要経費」と
して処理できます。

◆個人会員（勤務先に福利厚生制度のない方）
区内にお住まいで、従業員が300人以下の事業所で働く方

※パートタイマー・アルバイトの方でも入会できます。

◆サービス概要
給付（慶弔）事業（5,000円～ 100,000円）
会員の成人・結婚・出産・金銀婚・古希、子の小中
入学等各種祝金のほか、死亡弔慰金・入院見舞金など

施設利用助成事業
◎宿泊利用助成：会員本人は、１泊につき 2000 円
補助（年間２泊）
◎遊園施設の利用補助：東京ドームシティ・としまえ
ん・スパリゾートハワイアンズなど、都内・近県26
施設を一般料金の20～70％割引きで利用できます。
◎観劇・コンサート・一流ホテルの食事券・各種チケッ
トを一般料金の15～ 20％割引きでご案内します。
◎フィットネスクラブの利用券（リリオセントラル・
ティップネス新小岩）
　１会員１ヶ月３枚まで（両施設併せて）※申し込み
多数の場合は抽選になります。
◎映画鑑賞券：前売料金の 300円引きで購入できま
す。（１会員1ヶ月５枚）
◎提携している全福センターの各種メニューの利用
や、とても有利な保険に加入できます。

◆申し込み・問い合わせ
　葛飾区中小企業勤労者福利共済会	 〒125－0062　青戸７－２－１（テクノプラザかつしか内）
	 	TEL	3838－ 5552　FAX	3838－ 5551
共済会は一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター）と提携しています。

人気事業とチケットを
一部ご紹介！

＜東京ディズニーリゾート＞
特別利用券（1,000円券）を配布
年に一度、パーク・ファン・パー
ティーを開催しています。

＜日帰りバスハイク＞
区役所発着だから、若者からお年寄
りまで大人気！
ボリューム満点のご昼食も大好評！

＜旅行会社＞
５社と提携。パック旅行など一般料金
より３％～５％割引で利用できます。

＜人間ドック＞
利用補助金が申請できてお得です。

第48回葛飾納涼花火大会の実施に伴い、７月 22 日（火）17：30 から 22：00頃
まで会場周辺の道路で車両通行禁止の交通規制が行われます。なお、荒天の場
合は、翌日同時刻に順延、翌日も同様の場合は中止になります。また、不測の事態が
発生した場合は中止することがあります。
警視庁亀有警察署／葛飾納涼花火大会実行委員会（観光課内）　TEL 3838－5558
＊臨時自転車置場は限りがありますので出来るだけ公共交通機関等でお越しください。

会場は避難場所に指定されています。大会中に不測の事態が発生した場合は
あわてず現場の警備員等の指示に従い、落ち着いて行動してください。

従業員を大学や専門学校等に
通学させる際の費用の一部を補助します

Facebookページ（法人ページ）をフル活用する方法

【来場の皆様へお願い】

交通規制のお知らせ
第 48 回 葛 飾 納 涼 花 火 大 会

区内中小企業で働く
みなさまの福利厚生事業の
お手伝いをしています

お一人入会金 200 円／月会費 500 円

月500円の会費で「満足」のサービス！

ほっと・たいむ葛飾 全福センター

IT 初心者・経営者・ウェブ担当者向け、
スマホ・タブレット・PC持参歓迎！小
企業が効率よく自社を PRする方法を、
Facebook ページの作成から、「いいね」
「フォロー」機能、ブログなどの他ツール・
企業・行政・商工会議所などの他者との
連携を通して、事例豊富にお伝えします。

■日時　　7月 4日（金）13：30～ 15：30
■会場　　テクノプラザかつしか	3階	視聴覚室
　　　　　（葛飾区青戸7-2-1）

■主催　　東京商工会議所	葛飾支部・葛飾区共催
■受講料　無料
■定員　　40名（申込順）

■申し込み方法
ホームページにてお申し込みを受け付けます。
①会社名（業種・業務内容・従業員数）
②住所③参加者名（部署・役職）
④電話番号 /FAX 番号 /E-mail を明記してください。

■申し込み・問い合わせ
東京商工会議所葛飾支部
TEL：3838-5656　FAX：3838-5657
ホームページ：http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-56977.html

社員が安心して働ける企業づくりをサポート!!
葛飾区ワーク・ライフ・バランス

支援アドバイザー派遣事業のご案内
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