
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希望講座番号・講座名②住所③氏名④年齢
⑤電話番号／FAX番号／Eメールアドレス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

講座番号 講　座　名 開　催　日　時 受講料 教材費

0927-NB2

日商簿記２級受験対策講座 全 18回 9月27日 (土 )～27年2月21日（土）
　各 13：00～ 16：00 ¥20,000 ¥5,460

簿記は、企業規模の大小や業種・業態を問わず、日々の経営活動を記録するために必要な技能です。本講座では、企業の経理事務な
どに役立つ会計知識を深めるとともに、ベテラン講師による指導で、社会的ニーズの高い日商簿記2級試験合格に向けた試験対策を
行ないます。

1001-MF
「マンション管理士、管理業務主任者講座」無料体験  10 月 1日 ( 水 ) 19：00～ 20：30 無 料

10／ 8から開講する 「マンション管理士、管理業務主任者講座」の開講に先駆け、無料体験を行ないます。まずは、無料体験から
ご参加ください。

1018-MM

早わかり ! マンション管理士、
管理業務主任者講座　全８回

10／8・13・22・29　11／3・12・19・26
　各 19：00～ 20：30 ¥8,000 ¥8,000

マンションストック戸数 600万戸、マンション生活者は 1,500 万人を超える現在、100万戸を超えるマンションの老朽化・居住
者の高齢化をはじめ耐震問題など、適正なマンション管理のマネジメントが求められており、今や大きな社会問題となっております。
これらを担う者として、法律に通じたマンション管理の専門家として誕生した注目の国家資格であるマンション管理士・管理業務主
任者の両資格の取得を目指します。また、平成23年度に開設された「マンション管理員検定」の合格対策講座として活用されるこ
とが期待されます。わかりやすいDVD教材つきのテキストで、スピーディーに学べます。

0107-CM

調剤事務管理士技能認定試験対応　全13回
1／ 7・14・19・21・26・28
2／ 2・4・9・16・18・23・25 
　各 19:00 ～ 21:00

¥17,000 ¥5,200

今は医薬分業の時代です。病院や医院でお薬をもらうのではなくて、「処方せん」という文書をもらって薬は保険薬局でもらうとい
うシステムが広く普及しています。「調剤事務」は、その保険薬局での事務のお仕事です。薬剤師さんには、薬の調剤に専念しても
らうため、事務員を別に募集する薬局も増えています。技能認定試験対応の本講座で、医療保険制度や保険調剤のしくみ薬の知識や
調剤事務を詳しく勉強してみませんか。

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

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・日曜日のランチタイムに
「ホリデーバイキング」を開催中！　
和食・洋食・アジアン・カレーなど、
毎週バイキングのテーマが変わるので
　　　　　お楽しみに！

「みずもパーティプラン」を実施中
歓送迎会、サークル、同窓会など
各種の会食に貸切パーティーを承ります。
ご予算や趣旨に応じて
お奨めメニューをご提案いたします。
お気軽にお問合せください。

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　テクノプラザかつしか１Ｆ　TEL 5680‐8616

ホリデーホリデーバイキングバイキング

ロビーコンサートを始めます!!

秋からの新講座、受付開始!!　皆さまのご参加をお待ちしています。

カフェ＆レストラン「みずも」は、９／22「かつしかの元気食堂」認定店となりました。（オープン記念キャンペーン実施中）

日程等の詳細は、テクノプラザかつしかのホーム
ページで随時ご案内します。どうぞ、お楽しみに !!

- 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

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９月 25 日号
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起業家は準備段階から有能な人材からの支援が必要
です。そこで前半で、人間関係を醸成するスキルに
ついて説明します。後半では起業家を講師に迎えて
起業の苦労話やアドバイスをしてもらいます。

◇日時　10 月 11 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「10月 11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。

※受講おすすめ順：A→B→C

　◎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

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

参加費無料
先着各日 6 名様

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。

東京信用保証協会主催
業種の垣根を超えた総合ビジネスフェア！　

企業経営のエネルギーになります！

中小企業が抱える様々な経営課題を解決する
ための各種施策を紹介し、相談対応も行います！

第 1部：

第 2部：

第３部：

早稲田大学ビジネススクール 教授
（株）ローランド・ベルガー　会長

（株）東レ経営研究所　特別顧問

田中総研　代表　 

遠藤 功 氏

●詳しくは当協会ホームページをご覧ください！

ビジネスフェア実行委員会事務局　℡03-3272-2070

江戸・TOKYO  技とテクノの融合展2014江戸・TOKYO  技とテクノの融合展2014
第８回開催！ ブース展示 ビジネスマッチング

著名講師による講演会

12の支援機関が相談対応

テーマ 東京企業力！ ～つながれ  拡がれ  企業の輪～
■日 時　平成26年10月2日（木） 10時～17時　■会 場　東京国際フォーラム　展示ホール

佐々木 常夫 氏
田中 雅子 氏

見たい！

触れたい
！

聴きたい
！

学びたい
！

出会いた
い！

拡げたい
！

知りたい
！

相談した
い！

業種や業態の枠を超え、幅広い分野から
特色のある中小企業が東京国際フォーラムに集結！

ビジネスの輪を拡げ、新しい可能性を見出す
ビジネスマッチングの場をご提供！
フェア当日にご来場されるお客さまが出展者と効果的に商談を行って
いただけるよう、昨年に引き続き商談の事前予約制度「マッチング予
約サービス」を実施します。従来の FAX 申込みに加え、新たに『WEB
からの申込み』が可能になり、よりご利用いただきやすくなりました。

入場
無料

◇日時　11 月 13 日（木）10：00～17：00

　　　　 平成 27 年 1 月 17 日（土）10：00～17：00

◇場所　テクノプラザかつしか　第２会議室

講　座　名 難易度 講座No. 講習料 教材費 時間数 開始時間 終了時間 10月 11月 12月

無料講座 パソコンをはじめよう！ A PF 無料 ¥300 3 10:00 13:00 ２(木） 18（土） ２（日） 13（木） １（月）

導　入 ワードの前に～文字を打とう A P1 ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 ２(木） 18（土） ２（日） 13（木） １（月）

ワ
ー
ド
編

入門 ワードのいろは A W⑥ ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 ４（土） ３（祝） ２（火）

初級 シンプル文書をつくろう B W⑦ ¥4,500

¥1,080

(共通テキスト)

6 10:00 17:00 ６（月） ４（火）

中級
図形・イラストで見栄えよく B W⑧ ¥6,000 6 10:00 17:00 ９（木） ６（木）

表の作成と活用 B W⑨ ¥6,000 6 10:00 17:00 13（祝） 16（日）

応用 目次作りやラベル印刷など C W⑩ ¥6,000 6 10:00 17:00 16（木） 17（月）

エ
ク
セ
ル
編

入門 エクセルのいろは A E⑥ ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 14（火） ９（日）

初級 表をつくろう B E⑦ ¥4,500

¥1,080

(共通テキスト)

6 10:00 17:00 21（火） 10（月）

中級

関数でらくらく計算 B E⑧ ¥6,000 6 10:00 17:00 23（木） 18（火）

グラフをつくろう B E⑨ ¥6,000 6 10:00 17:00 27（月） 24（祝）

データベースで情報管理 C E⑩ ¥6,000 6 10:00 17:00 30（木） 27（木）

趣
　
味
・
実

　
用

すぐ慣れる最新Windows8.1入門 A A1 ¥3,000 ¥300 3 10:00 13:00 ７（日）

パワポで手軽にチラシ作成 B A2 ¥3,000 ¥300 3 10:00 13:00 １（土）

ワードとエクセルでオリジナルはがきをつくろう B A3 ¥4,500 ¥300 6 10:00 17:00 12（日） 19（日） ５（水） 15（土） 20（木） ４（木） 16（火）

インターネット入門～基本操作と定番サイト B A4 ¥3,000 ¥604 3 14:00 17:00 11（土） 25（土） ７（日）

メール入門～基本操作と便利な使い方 B A5 ¥3,000 ¥604 3 10:00 13:00 11（土） 25（土）

無料で作れるホームページ
（6時間×2回コース） C A6 ¥12,000 ¥1,836 12 10:00 17:00 ６（土） 13（土）

Facebook をはじめよう！ C A7 ¥3,000 ¥300 3 10:00 13:00 26（日）

演習で身につくパソコン会計
（3時間×3回コース） C A8 ¥9,000 ¥2,462 9

10:00 13:00 ８（月） ９（火）

14:00 17:00 ８（月）

平成 26 年９月 25 日号 P2葛飾区からのお知らせ



使用店 取扱店使用店

　水元地域の畑を親子で巡るイ
ベントです。普段はなかなか入れ
ない畑に入り野菜の収穫を体験
します。農家さんが大事に育てた
野菜たち、野菜嫌いの子どもたち
も自分で収穫した野菜ならきっ
とおいしく食べられるハズ。
○開催予定は11月 16日（日）
　参加募集は10月 15日の広報紙にてご案内の予定です。
○問い合わせ先　産業経済課　経済企画係　☎3838－ 5554

　区では体験農園を開設
する際の補助などを行っ
ています。詳しくはお問
い合わせください。
【問い合わせ先】
産業経済課　経済企画係
　☎3838－ 5554

体験農園の園主さん
募集中

　テクノプラザかつしかに平成
26年4月新装オープンしました。
地元でとれた野菜を使用し、自然
な美味しさを味わえる、季節感の
あるメニューをご用意して、お待
ちしています。写真はおすすめの
元気くんキッズプレート。
【営業時間】 10：30～ 18：00（土
日祝日は10：30～ 15：00） 
【定休日】 年中無休 

葛飾元気野菜ホームページ
取扱店・使用店をご紹介しています！
詳しくはこちらをご覧ください。
　　　 http://genkiyasai.jp/

　葛飾元気野菜を使用した料理、加工品等を販売する
店舗に「使用店」、葛飾元気野菜を販売している店舗
には「取扱店」の表示板を掲示しＰＲしています。

＜問い合わせ＞産業経済課　☎ 3838－ 5554

　区内産夏野菜の出来栄えを競う葛飾区夏野菜品評会が、7月 3日（木）テクノプラザかつ
しかにおいて開催されました。この品評会は農業技術と品質の向上を図るとともに葛飾産野
菜を広くアピールするために実施されており、今年で54回目を迎え
ました。夏野菜を代表するトマト・枝豆をはじめ、葛飾区の名産とし
て知られるコマツナなどの計 352品が出品され、特別賞受賞者延べ
13名が表彰されました。専門家である審査員が真剣な面持ちで、荷
姿はどうか、色や形がそろっているかなどをしました。
又、6月 26日（木）に開催された立毛品評会の表彰もあわせて行わ
れました。
　立毛とは、収穫前の田畑の作物のことを意
味し、美しく管理された畑の様子などを審査
するものです。会場には特別賞を受賞した畑
の写真なども展示され品評会の終了後には恒
例の即売会も行われました。朝顔の鉢植えや、
入賞作品を含む立派な展示野菜の数々が格安
で提供され、沢山の人で賑わいました。

  第 54回葛飾区夏野菜品評会【出品数40品目　352点】 （受賞者敬称略）

特別賞（13賞） 品　目 受賞者
東京都知事賞 トマト 清水　慶治郎
葛飾区長賞 枝豆 岡安　隆夫
東京スマイル農業協同組合代表理事組合長賞 ジャガイモ 鈴木　藤一
葛飾区議会議長賞 小松菜 松丸　康弘
葛飾区農業委員会会長賞 キュウリ 杉浦　直洋
東京都農業会議会長賞 ナス 若林　武人
東京都農業改良普及事業協議会会長賞 枝豆 細谷　純一
東京都農業協同組合中央会会長賞 トウモロコシ 鈴木　哲夫
公益財団法人東京都農林水産振興財団理事長賞 トマト 杉浦　直洋
東京中央市場青果卸売会社協会会長賞 タマネギ 若林　武人
全国農業協同組合連合会東京都本部長賞 ブルーベリー 柴田　邦男
東京都信用農業協同組合連合会会長賞 ジャガイモ 矢作　倉吾
全国共済農業協同組合連合会東京都本部長賞 ピーマン 柴田　邦男

  第 56回葛飾区野菜立毛品評会【出品数　31点】
特別賞（７賞） 品目 受賞者
葛飾区長賞 トマト 佐藤　幸雄
東京スマイル農業協同組合長賞 トウモロコシ 鈴木　哲夫
葛飾区農業委員会会長賞 分葱 岡安　隆夫
東京都農業協同組合中央会会長賞 ナス 杉浦　直洋
全国農業協同組合連合会東京都本部長賞 トマト 斎藤　幸雄
東京都信用農業協同組合連合会会長賞 小松菜 大畑　一郎
全国共済農業協同組合連合会東京都本部長賞 小松菜 植草　幹吉

　従業員の誰もがいきいきと働き続けることができ
る職場づくりに必要なことは？
　企業価値を高め、顧客や求職者に選ばれる方法は?!
　そのヒントは、日本の成長戦略のひとつとして注目
される「女性の活躍推進」にあります。
　多様な人材の活用を企業の力にする「ダイバーシ
ティ経営」の考え方や先進企業の取組み事例を、経済
産業省で女性の活躍を支援する担当室長にご紹介していただきます。
【日時】10月29日（水）午後2時～3時半　
【会場】テクノプラザかつしか（青戸7-2-1）
【対象】区内中小企業の経営者、労務・人事部門担当者、社員の方ほかどなたでも
【定員】50人
【講師】福地真美（ふくち まみ）さん（経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長）
【費用】無料
【申込方法】電話か電子申請にて受付（企業セミナー、氏名(会社名)、住所、電話番号）。
　　　　　 10月 17日（金 )まで。先着順。
【申し込み先】男女平等推進センター ☎（5698）2211
【問い合わせ】男女平等推進センター ☎（5698）2211　　【担当課】人権推進課

農業体験事業PR

◁立毛品評会区長
賞の佐藤幸雄さ
んのトマト畑

写真提供・ＪＡ東京スマイル
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賞
受
賞
の

　
清
水
慶
治
郎
さ
ん
と
ト
マ
ト

野菜収穫オリエンテーリング

葛飾区夏野菜品評会 葛飾区野菜立
た ち げ

毛品評会
第
54
回

第
56
回

　3月 14日、区内２園目の農業体験農園と
なる「中村農園」が開園しました。園主は中
村四一郎さん。現在41家族の方々が野菜作
りを楽しんでいます。
 農業体験農園とは　園主である農家から農
作業を教わりながら、野菜作りをできる農園
です。区民
農園とは異
なり、利用
者が自由に

農作業をすることはできませんが、種や肥料、
農具など、農作業に必要なものは園主が用意
しますので、気軽に農業を体験できます。農
家の指導に基づいて栽培するので高品質で、
多くの野菜を収穫でき、収穫した新鮮な野菜
は全て持ち帰ることが出来ます。

農業体験農園「中村農園」が開園しました！

 ※今年の募集は終了いたしました。次回の募集は1月です

園　主 実施場所 年間利用料金 1区画面積と区画数
中村農園 中村　四一郎 西水元3-27 45,000円 30㎡　41区画
大春農園 大畑　一郎 西水元3-19 45,000円 30㎡　30区画

取
扱
店
・

　
　
使
用
店

随
時
募
集
中
!

【対象除外】　次に該当する方は、対象から除きます。
（１）すでに葛飾区優良従業員として同一趣旨による表彰を受けた方
（２）事業主及びその配偶者、法人にあってはその役員
（３）勤務地が区外の方
（４）同趣旨の表彰制度がある事業所にお勤めの方
【推薦期限】平成26年 10月 31日 ( 金 )
【推薦書類配布場所】テクノプラザかつしか1階　産業経済課
（葛飾区ホームページからもダウンロードできます。）
【感謝状などの贈呈】受賞された方々には、来年2月頃、事業所ごとに感謝状・
記念品をお渡しいたします。
【申し込み・問い合わせ先】産業経済課経済企画係　電話　3838－ 5554

【推薦基準】　区内の同一事業所に引き続き勤務す
る従業員で、勤務成績が優秀で他の模範となる方。
正社員及び週20時間以上勤務している短時間労働
者（パート・アルバイト等を含む）を対象とします。
 勤続５年表彰　勤続５年以上10年未満
 勤続10年表彰　勤続10年以上 20年未満
 勤続20年表彰　勤続20年以上
※勤続年数は平成26年３月 31日現在の満年数になります。

永年勤続した優良従業員を表彰します！
　あなたの事業所に勤務する従業員で推薦基準に該当する方を、
葛飾区優良従業員として表彰し記念品を贈呈します。事業所の推
薦書および該当者の履歴書をご提出ください。

青戸7-2-1テクノプラザかつしか内
☎5680-8616みずもカフェ＆

レストラン
細田５-13-16　
☎ 3627-2297

手作りパン教室　Sunny Spot

　昭和39年創業の葛飾柴又の
食品問屋です。平成26年5月、
改装オープンを機に葛飾元気野
菜の取り扱いを始めました。地
元の新鮮な野菜を地域の皆様に
お届けします。
http://www.rakuten.co.jp/
shibamatagreat/
【定休日】年中無休
【営業時間】９：00～ 21：00

柴又３－１－１
☎3627-1426グレイト

　季節に応じた旬の野菜を
使ったパンをメニューに取り
入れた手ごねパンの教室で
す。教室の隣の農園でとれた
新鮮な野菜を、パン教室で使
用しています。写真はハム入
りの小松菜パン。
http://www.hidamari-pan.com

【開講時間】午前の部10：00～、午後の部14：00～
【定休日】なし・予約制
【授業料】1授業 3,200円～ 3,500円・入会金なし

～多様な人材を活かすダイバーシティ経営～
成長戦略としての女性活躍の推進成長戦略としての女性活躍の推進成長戦略としての女性活躍の推進成長戦略としての女性活躍の推進
葛飾区・東京商工会議所葛飾支部共催セミナー

出品された生産者の野
菜の一部は、葛飾元気
野菜直売所で購入でき
ます。

毎週月～水・金・土
10：30～ 16：00
柴又 4-28-2

葛
飾
元
気

野
菜
直
売
所
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「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。

 ● 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・内職の情報はもちろん、お
しごとに関するつぶやき、普段わからない「しごと発見プラザかつしか」の様
子などもツイッターやフェイスブックで紹介しています。ぜひ、ご覧ください！
　◆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。

　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

 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」

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」

【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　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
◇利用対象者　　　　　区内事業者
◇利用料　　　　　　　無料
◇問い合わせ・受付　　産業経済課　経済企画係　3838－5554

社会保険労務士が「助成金」、
人事・労務の相談を無料で行います。
会社への出張相談もお受けします！

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
（旧　試行雇用奨励金）

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

　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

「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。

（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

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

10月18日  午後１～３時 江戸木彫刻 北澤 一京 水墨画で竹を描く 10名

11月15日  午後１～３時 伊勢形紙 松井 喜深子 年賀状の形紙彫り 20名

社員の
メンタルヘルス対策
どうしたらいい

労働紛争、
他人事じゃない！

人を雇うけど
「助成金」って
もらえるの？

　さまざまな工夫や熱意を込めて作られた優れた製
品を、区は葛飾区認定製品として認定をしています。
　「認定された製品はどこで買えるの？」という声
にお応えして、「工業」「商業」「伝統産業」「農業」
製品を一堂に集めた販売会を開催いたします。

【担当課】　商工振興課　商業振興係
　　　　　☎（3838）5559
【会場】　テクノプラザかつしか　
　　　　1F展示ホール

葛飾区の町工場のすごい技
術をもって作られたブラン
ド品です

出店予定会社名 認定製品・技術、販売予定品目

㈱オビツ製作所 各種オビツキューピー、オビツボディ®

長坂染革㈱ オリジナル小物・革バッグ等

㈱杉野ゴム化学工業所
地震家具転倒防止ゴム「地震耐蔵君」、
シリコンゴム粘土「ラバー君」

㈱大一アルミニウム製作所
アルミ弁当箱、アルミマグカップ、
カードホルダー、アルミおろし器等

上田銀器工芸㈱
銀製カトラリーディナーセット
銀製品各種

ワタナベ食品㈱ 手作り直火焼のカレールウ「旭カレールウ」

㈲髙田紙器製作所 ＰＯＰＵＰ紙製品

モールドメーカー
㈱カミジョー

ひーるきゃっぷくりすたるらくらく

㈱清水硝子 江戸切子製品・カットグラス製品

かつしか異業種交流会 一人搬送担架「タフレンジャー」

㈱東リョー
ふりかけ玄源、炊き込み玄源、
食べる健康ぬか、玄米胚芽粉末

北星鉛筆㈱
大人の鉛筆、鉛筆・色鉛筆
もくねんさん

第３回葛飾区認定製品販売会

今回の出店予定

出店予定者名 販売予定品目

森のケーキ屋　どんぐり どんぐり（洋生菓子）

亀むら
キャラメルショコラブラン（洋生菓子）

浮州（和菓子）

菓匠　岩月 あやめ（和菓子）

和菓子　梅むら 亀のたまご（和菓子）

和菓子　くまがい 菖蒲あわせ（和菓子）

ベーカリーミトン 青砥藤綱あんぱん（パン）

ナポリ ヨモギスパイラル（パン）

マルヤストアー おやつジャンボコロッケ（惣菜）

秋田屋本店 葛飾新宿もつ煮（惣菜）

出店予定者名 販売予定品目

㈲印伝矢部 印伝（バッグ、財布）

松菊 ミニ雛壇15人飾り

㈲マツウラブラスト 硝子彫刻（江戸彫）

ヤナギアート 銅版しおり

きもの染色工房“ひょ”東京手描友禅（染帯）

塩田彫刻店 江戸木彫刻（根付け、壁掛け）

山川ベッ甲 江戸ベッ甲（イヤリング、ネックレス）

和弘利器㈱ 各種家庭用包丁、裁ち鋏、園芸鋏、華道鋏

伝統工芸品
葛飾の地で受け継がれ
た職人の技が光る一品
です

洋菓子やさん・和菓
子やさん・パンやさ
ん・お肉やさんの自
慢の一品です

一店一品

10 月 26日（日）午前 10時～午後 3時

この他にも、様々な商品を取り揃えております。

出店予定者名 販売予定品目

JA 東京スマイル
葛飾直販部会

小松菜

ほうれん草

泥ネギ

ほか秋野菜葛飾の畑で育った
元気いっぱいの野菜です
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今回の出店予定
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