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平成26年12月28日（日）〜1月4日（日）は休館となります。年末年始休館日のお知らせ

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 〜新春から始まるキャリアアップ講座のご案内〜

講座番号 講　座　名 開　催　日　時 受講料 教材費

0107-CM

調剤事務（医療保険調剤報酬請求事務士認定試験対応）講座
全 13 回

月・水曜日　19：00 ～ 21：00
1/7・14・19・21・26・28

2/2・4・9・16・18・23・25

¥24,000
（税込）

¥6,264
（税込）

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。

0114-CF
無料体験 「宅建」講座・「行政書士」講座・「マンション管理士、管理業務主任者」講座 1 月 14 日 ( 水 )  19:00 ～ 20:30 無 料

「宅建講座」等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。是非、スピード合格の学習法を体験しましよう。

0126-GS

「早わかり 行政書士合格のコツ」　全８回
月曜日　19：00 ～ 19：40

1/26・2/2・16・23 ・
3/2・9・17・23

※ 3/17 のみ火曜日開催　

¥9,000
（税込）

¥8,000
（税込）

行政書士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。その資格は、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（頻出の重要テーマを基本的視点から収録）付き教材でやさしく学べます。 

0126-TK

「早わかり 宅建合格のコツ」　全８回
月曜日　19：50 ～ 20：30

1/26・2/2・16・23
3/2・9・17・23 

※ 3/17 のみ火曜日開催 

¥9,000
（税込）

¥8,000
（税込）

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（頻出の重要テーマを基本的視点から収録）付
き教材で基本から学べます。 

0126-MM

「早わかり マンション管理士、管理業務主任者合格のコツ」
全８回

月曜日　20：40 ～ 21：20
1/26・2/2・16・23

3/2・9・17・23 
※ 3/17 のみ火曜日開催

¥9,000
（税込）

¥8,000
（税込）

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（頻出の重要テーマを基本的視点から収録）付き教材で、スピーディに学べます。

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

カフェ＆レストラン「みずも」
葛飾区青戸７－２－１　テクノプラザかつしか１Ｆ　ご予約はTEL 5680‐8616

「ホリデーバイキング」では、
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!!

11:00 ～ 15:30(L.O. 14:30）
60 分食べ放題（ドリンクバー付き）
大人 1,000 円（税込）
小人    500 円（税込）
※小学生以下のお子様は無料

手作りのケーキやプリンをは
じめ、焼き菓子、人気のチョコ
レートファウンテンなど、20
種類以上のスイーツを存分に
楽しめるお得なバイキング!!

11:00 ～ 16:30(L.O. 15:30）
60 分食べ放題（ドリンクバー付き）
大人 1,200 円（税込）
小人    800 円（税込）
幼児    100 円（税込）

チェロの生演奏を聴きな
がら、スペシャルディナー
を楽しむクリスマスイブ…

18:00 ～ 22:00(L.O. 20:30）
大人 2,500 円（税込）
小人 1,500 円（税込）
※特典 アペリティフサービス
　（大人 / スパークリングワイン・
　  小人 / スパークリングシャンメリー）

ホリデーバイキング スイーツバイキング X’Mas ディナー（バイキング）
★毎週土曜・日曜日限定★ ★12/23（祝日）限定★ ★12/24 ㈬クリスマスイブ限定★

90分制 

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）は、
国内最大級 200 ブースの展示場を有し、中小
企業の優れた技術・製品を一堂に集め、ビジ
ネス・マッチングの場を提供しています。「テ
クノプラザかつしか」を通じて、大阪にある常
設展示場に出展を希望される企業を募集して
います。

１．出展ブースの形状
　・基本ブース（外形）Ｗ 900 ×Ｄ 900 ×Ｈ 2400
２．MOBIOの付帯的サービス
　・出展企業ごとに日・英語版の紹介Ｗｅｂページ制作
　・外国企業からの引き合い情報の翻訳サービス
　・販路開拓・産学連携の支援
　・各種セミナー ･ 商談会の開催
３．出展料
　・１ブースあたり月額 20,000 円（税別）

４．応募要件
　・製造事業者で、葛飾区内に本社または工場等の主

　要製造事業所、あるいは営業拠点を有する中小企業
５．申込方法
　・1 月 31 日までに応募希望される場合はメールま

　たは FAX 等で「テクノプラザかつしか」へご連
　絡ください（後日、担当者が応募書類の作成方法
　について説明に参ります）。

　・メール：info@techno-plaza.jp
　　FAX：5680-8618　TEL：3838-5557

MOBIO出展企業の募集

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。  

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。
テクノプラザかつしか
TEL 3838 － 5557　FAX 5680 － 8618
E メール info@techno-plaza.jp

※上記３講座（0126-GS・TK・MM）を欠席された場合には、その日の講義内容を収録した DVD（実費）でフォローが可能です。

◎申し込み、問い合わせ

◎申し込み方法



　◎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。
　FAX、E メールの方はお申し込みの方は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

定期講習会講座（区内在住、在勤、在学の方）

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。（企業・事業所・
サークルなどグループ単位）

「受講講座の復習をしたい」「こんな書類が作りたい」「パソコンを使ってこんな
ことをやりたい」など、パソコンの利用、活用方法の相談にお応えします。パソ
コンの持込もできます。単なるネット閲覧、印刷目的の利用はできません。
利用日時　毎週金曜日 12：00 ～ 20：00（予約不要／相談、利用料無料）

団体研修利用（有料）

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。

パソコン講習会のご案内
◎場所　テクノプラザかつしか２階（パソコンステーション）

東京信用保証協会のご案内
ご利用のメリットと主な保証制度

当協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金をお借入する際、『保証人』となることで資金調達をスムーズに
する役割を担う公的機関です。

●保証に関するお問い合わせ●　東京信用保証協会　葛飾支店　TEL03（5680）0801　　　詳細は当協会HPをご覧ください！　http://www.cgc-tokyo.or.jp

①　無担保でのご利用が可能です
 保証付き融資の９割以上が無担保でのご利用です。

②　短期から長期までニーズに応じた資金調達が可能です
 １年未満の短期資金から、最長20年の設備資金などご希望に応じて選択できます。

③　さまざまな制度融資をご利用いただけます
　 協会独自の制度だけでなく、葛飾区・東京都の「制度融資」もご利用いただけます。

創 業 保 証
セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証
当 座 貸 越 根 保 証
特 定 社 債 保 証
流 動 資 産 担 保 融 資 保 証

これから創業したい、創業して間もない方へ
取引先の倒産、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に
支障が生じている方へ

資本市場から直接資金調達を行う方へ

「売掛金・棚卸資産」を活用し資金調達を行う方へ

資金ニーズに合わせてお借入、ご返済を希望される方へ

◇日時　平成 27 年 1 月 17 日（土）10：00 ～ 17：00
 平成 27 年 3 月 12 日（木）10：00 ～ 17：00
 （各回とも、お一人様 50 分です）
◇場所　テクノプラザかつしか　第２会議室
◇対象相談者　具体的な事業アイデアの有無を問わず、起業を模索している方
◇相談内容　・やりたいこと、事業の方向やアイデア、あるいは具体的

な計画があればそれを伺いします。
・具現化のための情報を提供したり議論したりして、個別の

課題を解決する支援をします。

◇申し込み方法　E メール・FAX・電話にてお申し込みを受け付けます。
参加希望の方は①講座名「1 月 22 日女性限定セミナー」または「O 月
O 日 O 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　E メール　info@techno-plaza.jp
　　　　　　　　　　　　TEL　3838-5557　FAX 5680-8618

平成 26 年 12 月 25 日号 P2葛飾区からのお知らせ

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 1月 2月 3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 8（木） 13（火） 18（水） 23（月） 28（土）

導　入 ワードの前に～文字を打とう A P1 ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 8（木） 13（火） 18（水） 23（月） 28（土）

ワ
ー
ド
編

入門 ワードのいろは A W⑥ ¥2,250 ¥300 3 14:00 17:00 15（木） 25（水） 31（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 20（火） 2（月）

中級
図形・イラストで見栄えよく B W⑧ ¥6,000 6 10:00 17:00 ５（木）

表の作成と活用 B W⑨ ¥6,000 6 10:00 17:00 10（火）

応用 目次作りやラベル印刷など C W⑩ ¥6,000 6 10:00 17:00 21（土）

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 27（火） 9（月）

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 3（火）

中級

関数でらくらく計算 B E⑧ ¥6,000 6 10:00 17:00 7（土）

グラフをつくろう B E⑨ ¥6,000 6 10:00 17:00 17（火）

データベースで情報管理 C E⑩ ¥6,000 6 10:00 17:00 22（日）

ビジネス

パワーポイント入門～プレゼンに挑戦！ B B1 ¥6,000 ¥1,512 6 10:00 17:00 18（日） 1（日）

パワポで手軽にチラシ作成 B B2 ¥3,000 ¥300 3 10:00 13:00 15（日）

無料で作れるホームページ C B3 ¥6,000 ¥600 6 10:00 17:00 8（日） 12（木）

はじめてみよう！　弥生会計 C B4 ¥6,000 ¥2,462 6 10:00 17:00 28（土）

就職支援 ２日で学ぶビジネスパソコン B S1 ¥9,000 ¥300 12 10:00 17:00 ① 24（土）・25（日） ② 21(土）・22（日）

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（水） 29（日）

インターネット入門～基本操作と定番サイト B A2 ¥3,000 ¥604
(共通テキスト)

3 14:00 17:00 10（火） 16（月）

メール入門～基本操作と便利な使い方 B A3 ¥3,000 3 10:00 13:00 10（火） 16（月）

パソコンでデジカメ写真を楽しもう B A4 ¥4,500 ¥740 6 10:00 17:00 29（木） 30（月）

※受講おすすめ順：A→B→C

パソコン活用相談（区内在住、在勤、在学の方）

※ W⑦～W⑩、E⑦～E⑩、A2～A3 講座は、それぞれ同じ教材となります。

創業よろず相談会～女性限定セミナー～創業セミナー初級編
近年、ライフスタイルの変化や女性の社会的ステータスが確立されてきたことにより、
副業的に起業を行なう「少額起業」を目指す女性が増えてきています。
今回の創業セミナーでは「プチ起業」をテーマに「女性限定」として開催します。
　
商品やサービス内容をターゲット客に少額で伝えるための最も効果的な手法は「イン
ターネット上での情報発信」といえます。
そこで、今回の創業セミナーでは、ネット上の情報発信に詳しい女性起業家を講師とし
て招き、起業家としての体験談とともに、HPに掲載するコンテンツ（事業内容の表現など）
のまとめ方や、HP とともに SNS（ブログ、ツィッター、Facebook 等）と連動した効
果的な情報発信方法について講演してもらいます。

相談者から現在お考えの事業やその課題
等をお聞きし、解決のお手伝いをします

◇日時　平成 27 年 1 月 22 日（木）19：00 ～ 21：00
◇場所　テクノプラザかつしか　第３会議室
◇対象受講者　・起業に興味のある方
　　　　　　　・起業準備中の方
　　　　　　　・起業後 2 ～ 3 年間以内の起業家
◇主な内容　（前半）女性の起業準備者や起業家の現状について
　　　　　　（後半）女性起業家による「起業の体験談」

 新講座 ２日で学ぶビジネスパソコン
社外文書や顧客名簿、管理表など書類の作成を通じて、職場で必要とされるワー
ドとエクセルの操作方法を実践的に学びます。文字入力できる方が対象です。

NEW

スキル
アップの

ための

「創業セミナー」では創業に関する
共通性のある話題を提供していま
すので、個別に対応している「よ
ろず相談会」をセットでご利用い
ただけるとより効果的です。



P3 葛飾区からのお知らせ平成 26 年 12 月 25 日号

◆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。

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

「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。

　「職業選択の自由」を保護し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企
業の皆様が人権問題を正しく認識し、応募者本人の適正と能力に基づく公正な採用選考を
行っていただくことが必要です。
　一定規模以上の事業所において『公正採用選考人権啓発推進員』を設置していただき、職
業安定機関との連携による計画的・継続的な研修を実施し、公正な採用選考システムの確
立を目的としています。
推進員の設置基準　
○常時雇用する従業員の数が50人以上
○常時雇用する従業員の数が50人未満であって就職差別事件又はこれに類する事象を惹
起した事業所
推進員の役割
○採用方針・募集活動・選考基準・選考方法・採否決定等について差別のない公正な選考
システムが確立されているか点検
○採用選考における中心的な役割を果たすとともに、職業安定機関との連携の窓口
○公正な採用選考について企業の自主的な取組み、必要な対策について計画・推進
◆推進員を新たに選任した事業所は「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」を、人事
異動等により推進員に変更があった事業所は「公正採用選考人権啓発推進員変更届」を、事
業所管轄のハローワーク（公共職業安定所）に提出することになっています。

◆問い合わせ　事業所管轄のハローワーク

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

	●	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。

 事業所の皆様へ

	●	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。　

 仕事探しにお悩みの方へ

　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。

 内職相談窓口

　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

 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
◇利用料　　　　　　　無料
◇問い合わせ・受付　　産業経済課経済企画係　TEL	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

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？

　区内の事業所に永年にわたり勤務され他の模範となる方を、　56事業所より217名推薦
していただきました。
	表彰者数の内訳は次のとおりです。
	勤続 ５年表彰　97名　	勤続10年表彰　82名　	勤続20年表彰　38名
　対象の方々には、来年2月頃各事業所を通じて、感謝状と区内の伝統工芸品を記念品と
して贈呈いたします。
【表彰記念品】

■問い合わせ　産業経済課経済企画係	TEL	3838－5554

５年表彰
東京手描友禅　扇子

10年表彰
印伝　ボールペン

20年表彰
江戸切子　ぐい呑みペア

平成26年度優良従業員表彰対象者が決定しました

　病気やケガで仕事ができなくなった場合、入院、通院、自宅療養も含めて共済金をお支
払いする制度です。
◆あんしん共済の特徴
　①休業時の生活保障を目的としています。
　②75歳まで継続して加入できます。
◆新規加入対象者
　①15歳から69歳までの都内に在住・在勤の専業的家内労働者
　②従業員４人以下の製造業・製造小売業を営む個人事業主及びその家族従業員
◆申し込み・問い合わせ
　公益財団法人東京都中小企業振興公社　共済事業室
　〒101-0025　千代田区神田佐久間町１－９
　ＴＥＬ　０１２０－８１６０９３

家内労働者の皆さまへ
「あんしん共済」に加入しませんか？

公正採用選考人権啓発推進員制度

・採用計画（人数）
・具体的な仕事内容
・面接を原則
・安易な条件変更不可

・面接時のマニュアル
・平等な評価基準
・適正と能力のみの判断
・担当者全員の共通認識

・相手の立場にたった面接
・興味本位での情報収集をしない
・把握してはならない情報の認識
・身元調査の禁止

基本的人権の尊重公正な採用基準

職業選択の自由
だれでも自由に自分の能力や
適性に応じて仕事を選べる

採択の自由
雇用主の権利として採
用方針、採否の自由

就職の機会均等
採用基準に適合するすべての人
が応募できるという原則の確立

雇用条件・応募方法の明確化

ご存知ですか？



平成 26 年 12 月 25 日号 P4葛飾区からのお知らせ

（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

中小製造業の企業・団体が一堂に会し、展示・実演等を通じて優れた製品力・技術
力を紹介する「町工場見本市」。特徴ある技術や実力を持つ葛飾区内・周辺地域から
100社を超える中小企業が出展します。ビジネスチャンスの拡大や企業間のネッ
トワークづくりに、ぜひご来場ください！

日　　時：平成27年２月12日（木）・13（金）
　　　　　10：00～ 17：00
会　　場：東京国際フォーラム　展示ホール（１）
　　　　　(東京都千代田区丸の内３－５－１)
入 場 料：無料
主　　催：葛飾区
問合せ先：葛飾区商工振興課工業振興係
　　　　　ＴＥＬ：03-3838-5587
　　　　　ＦＡＸ：03-3838-5551
　　　　　E-mail：051300@city.katsushika.lg.jp
　　　　　ＵＲＬ：http://machikouba-mihonichi.jp/

職人の指導による伝統産業体験教室 町工場見本市2015開催！町工場見本市2015開催！第１回

無限の技、広がる

日　時 伝統産業名 講師氏名 体験教室内容 募集人数

１月17日		午後１～３時 江戸べっ甲 山川　金作 ひょうたん型の根付作成 20名

２月21日		午後１～３時 おろし金 勅使川原　隆 薬味おろし金作り 20名

３月21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

葛飾発信

　12月5日（金）テクノプラザかつしかで秋野菜品評会を開催し、
区内営農者が育てた農作物の形状・色・商品性などの審査を行い
ました。葛飾で生産されている代表的な作物である小松菜やキャ
ベツなど51品目・362点の出品があり、都知事賞はじめ特別賞
13賞の受賞者に表彰を行いました。また、一般公開の後には出
品展示された野菜やパンジーの鉢植えなど即売会を開催し、沢
山のお客様で賑いました。区民審査員として参加された皆さんか
らは区内でこんなに沢山の野菜が作られていることを始めて知っ
た。どれもみずみずしく美味しそうだとの声があがりました。

第51回葛飾区秋野菜品評会【出品数362点】� （受賞者敬称略）

特別賞（13賞） 品　目 受賞者

東京都知事賞 小松菜 稲増　明彦

葛飾区長賞 大根 細谷　純一

東京スマイル農業協同組合代表理事組合長賞 ブロッコリー 細谷　透

葛飾区議会議長賞 白菜 木下　憲明

葛飾区農業委員会会長賞 キャベツ 石田　實

東京都農業会議会長賞 小松菜 岡安　隆夫

東京都農業改良普及事業協議会会長賞 カリフラワー 鈴木　藤一

東京都農業協同組合中央会会長賞 人参 若林　武人

公益財団法人東京都農林水産振興財団理事長賞 小松菜 藤田　太一

東京中央市場青果卸売会社協会会長賞 ジャガイモ 柴田　邦男

全国農業協同組合連合会東京都本部長賞 大根 岡安　隆夫

東京都信用農業協同組合連合会会長賞 春菊 柴田　文子

全国共済農業協同組合連合会東京都本部長賞 みかん 細谷　憲太郎

葛飾区秋野菜品評会第51回
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取扱店・使用店は随時募集しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
葛飾元気野菜ホームページ
　　　�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＞産業経済課経済企画係　☎ 3838－ 5554

葛飾元気野菜取扱店一覧
販売店（商店会）名 販 売 場 所 営業時間 葛飾元気野菜の販売日など

葛飾元気野菜直売所 柴又 4-28-2　☎ 5612-7326 10：30 ～ 16：00
（定休日　木曜日・日曜日・祝日・年末年始）

30日㈫は年末セールを開催♪
小松菜肉まんも好評販売中
年末年始はお休みです！
お求めはお早めに！

細田中央通り商店会－夕市－ 大友（鮮魚屋）前　細田3-33-11　☎ 3672-7878 — 毎月第2火曜日	14:00 ～

ココスナカムラ青戸店 青戸4-6-16　☎ 3690-5311 年中無休　10:00 ～ 22:00
（日曜日9:00～ 22：00）

毎週　火・土曜日
毎年好評「葛飾七草」販売します。

リブレ京成青戸駅前店 青戸3-36-1　☎ 3838-5941 年中無休　10:00 ～ 23:00
（日曜日9：00～ 22：00） 地元野菜コーナーにて、毎日

(有 ) 関口青果店 柴又1-15-3　☎ 3826-0822 9:00 ～ 19:00
（定休日　日曜日　祝日） 小松菜などを随時

ベニ―スーパー西亀有店 西亀有1-16-7　☎ 3603-4303 10:00 ～ 21:00
（定休日　1月 1日、2日）

葛飾元気野菜コーナーにて、
毎週、月・火・水・金・土曜日

ベニ―スーパー佐野店 足立区佐野2-27-10　☎ 3620-3331 10:00 ～ 21:00
（定休日　1月 1日、2日） 毎週、月・水・金曜日

食品問屋　グレイト 柴又3-1-1　☎ 3627-1426 9：00～ 21：00
（定休日　年始） 毎週　月・火・金・土曜日

とれたての葛飾元気野菜は区内取扱店などで購入できます！
あったかお鍋と年越しそばの薬味には、美味しい葛飾産のネギを！　お正月のお雑煮に欠かせない小松菜も、ぜひ葛飾元気野菜をご利用ください！

平成26年中に事業主の方が支払った中小企業退職金共済掛
金の一部を補助します。
◇対象
　以下の条件を全て満たす事業所です。
　・区内に主たる事業所を有していること
　・	勤労者退職金共済機構に平成24年2月1日以降新規加入
した事業所であること

　・		平成26年1月1日以降掛金を納付している事業所である
こと

　※	ただし、公益法人・社会福祉法人・学校法人・医療法人・
適格年金引継事業所を除きます。

◇補助期間
　・新規加入した月から24ヵ月間
　・	新規加入による補助期間中に新たに追加加入された方の
補助期間は、残った期間になります。

◇補助金額
　・掛金の３分の１の額（一事業所の限度額は年間50万円）
◇申請方法

　・対象となる事業所には1月中旬頃に申請書類を郵送します。
　・下記申し込み先で申請してください。
◇申請期間
　・平成27年1月16日（金）～1月30日（金）（土・日を除く）
　・受付時間　午前8時半～午後5時
◇申し込み・問い合わせ
　・	産業経済課経済企画係　青戸７－２－１
　　テクノプラザかつしか１階
　・TEL　3838-5554

中小企業退職金共済掛金を補助します

取　扱　店


