
テクノプラザかつしか キャリアアップ講座担当
　　　３８３８－５５５７　　　　５６８０－８６１８
　　　　info@techno-plaza.jp

マンション生活者が１,５００万人を超え、マンションストック戸数は６００万戸、その中の１００万戸以上のマンションは、老朽化、居住者の高齢化、耐震補強などの
問題や課題を抱えており、今や深刻な社会問題になっています。これらを解決し、マンションを適正に管理することが求められています。それを担う者として、
法律に通じたマンション管理の専門家として誕生した国家資格のマンション管理士・管理業務主任者の両資格の取得を目指します。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。国家資格研修センター講師が講義します。

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葛飾区青戸７ー２ー１　テクノプラザかつしか１Ｆ　ＴＥＬ：５６８０ー８６１６

カフェ＆レストラン「みずも」

「早わかり！マンション管理士、
管理業務主任者合格のコツ 実力養成コース」全９回

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

￥１0,0００
（税込）

￥９,5００
（税込）

0724ーMM

0724ーTK

0724ーGS

0717ーCF
0720ーCF

0712ーB3

0722ーIJ

0704ーKJ

講座NO.

金曜日　20：40～21：20
7/24・31　8/7・21・28
9/4・11・18・25

宅建資格のニーズ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、あらゆる業界で存在します。ほかにも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。国家資格センター講師が講義を行ないます。

「早わかり！宅建合格のコツ 実力養成コース」全9回 ￥１0,0００
（税込）

￥９,5００
（税込）

金曜日　19：50～20：30
7/24・31　8/7・21・28
9/4・11・18・25

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。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されています。その資格は国家資格です。
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。国家資格センター講師が講義を行ないます。

「早わかり！行政書士合格のコツ 実力養成コース」全9回 ￥１0,0００
（税込）

￥９,5００
（税込）

金曜日　19：00～19：40
7/24・31　8/7・21・28
9/4・11・18・25

介護事務は、介護保険法に基づき、施設利用者の方へ提供したサービスなどを市町村などの保険者に請求する仕事で、高齢化社会にとって必要不可欠な仕事で
す。介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、訪問看護ステーション、デイサービスセンター、医療機関などでの仕事や、介護保険制度を理解することで実生活
にも生かせます。介護請求のポイントをわかりやすく楽しくお伝えし、限られた授業回数の中で効率よく介護事務管理士技能認定試験の合格を目指します。

介護事務（介護事務管理士技能認定試験対応）講座　全15回

講　　座　　名 開　催　日　時 受講料 教材費

￥１９,４００
（税込）

￥７,４５２
（税込）

土曜日　13：00～15：00
7/4・11・18・25
8/22・29　9/5・12・19
集中講習　10：00～12：00・13：00～15：00
9/26・10/31・11/7

医療事務は、医療機関の「受付」や「診療報酬請求業務」などを行う医療現場に必要不可欠なお仕事です。特にレセプト（診療報酬明細書）の作成は、病院経営の
要となる重要な仕事で、診療内容を漏らさず保険請求できるスキルが求められます。難解な医療用語や法規、関連知識を確実に身につけられるように、ポイント
を整理した講義を行い、医科２級実務能力認定試験と診療報酬事務能力認定試験のWライセンス取得を目指します。また就業する際に役立つ現場の情報も併せて
お伝えします。

医療事務（Wライセンス対応）講座　全30回 ￥３０,０００
（税込）

￥１０,１５２
（税込）

水・金曜日　18：40～21：10
7/22・24・29・31　8/5・7・19・21・26
9/2・4・9・11・16・18・25・30　10/2・7・30
11/4・6・11・13・18・20・25・27　12/2・4

企業規模の大小や業種・業態を問わず、いつの時代も簿記技能のニーズは安定的に存在します。やさしく、ていねいな講義でわかりやすさ抜群です！
就転職に有利な安定資格の簿記（３級）をスピーディーにマスターしましょう！

「わかりやすい簿記３級をマスターしよう 」講座 全５回 ￥８,８００
（税込）

※受講料
に含む

日曜日　10：00～12：00
7/12・26　8/2・16・23

「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。

無　料７月１７日（金）19：00～20：30
７月２０日（祝）19：00～20：30

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①希望講座（講座NO.）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。

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。

資格取得を目指す、キャリアアップ講座のご案内
申し込み、
問い合わせ申込み方法

Ｅメール
ＴＥＬ ＦＡＸ

月

※上記３講座（0724-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。

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２７年６月２５日号 P1

ボリューム満点「日替わりランチ」、ヘルシーな「バラン
スランチ」、定番の「洋食ランチ」など、豊富なメニュー
をご用意して皆様のご来店をお待ちしております。

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！毎週テーマが変わるので、
どうぞお楽しみに！！
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・小人５００円　※小学生未満のお子様は無料

会合、歓送迎会、サークル、同窓会など各種会食に貸切パー
ティーを承ります。ご予算や会の趣旨に応じて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。

みずもで「店内貸切パーティー」１０名様より受付中!!

「ホリデーバイキング」好評開催中!!「みずも」のランチが
ますますグレードアップ!!

テクノプラザかつしかのホームページでも
ご案内しております。是非、ご覧ください。

www.techno-plaza.jp
テクノプラザかつしか 検索
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平成２７年６月２５日号 P2葛飾区からのお知らせ

無料
¥2,250 
¥2,250 
¥2,250 
¥3,000 
¥3,000 
¥3,000 
¥6,000 

G1
G2
W1
E1
G3
G4
G5
G6

A
A
A
A
A
B
B
B

一般・趣味

初めてのパソコン
初めての文字入力
ワードのいろは
エクセルのいろは
すぐ慣れるWin8.1入門
ワードで簡単はがき・ちらし作成
ネット活用/セキュリティ知識
ムービー編集

¥300 
¥300 
¥300 
¥300 
¥300 
¥300 
¥300 
¥1,598 

3
3
3
3
3
3
3
6

10：00
14：00
10：00
10：00
10：00
10：00
10：00
10：00

13：00
17：00
13：00
13：00
13：00
13：00
13：00
17：00

7（火）
7（火）
16（木）
23（木）
14（火）
21（火）
30（木）

6（木）
6（木）
13（木）
20（木）

29（土）

8（火）
8（火）
17（木）
24（木）

26（土）

¥6,000 
¥12,000 
¥6,000 
¥3,000 
¥6,000 
¥3,000 
¥6,000 
¥6,000 
¥6,000 

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

C
D
C
C
C
B
C
B
B

ビジネス
及び
起業支援

日商PC
検定資格
取得対策

就職支援

ホームページ作成１（Jimdo）
ホームページ作成２（HTML&CSS）
ネットショップ開設
facebookページ開設
エクセル関数実践
パワポでポスター・ちらし作成
パソコン会計（やよい青色申告）
イラストレーター入門
フォトショップ入門

¥600 
¥2,138 
¥1,728 
¥300 
¥540 
¥300 
¥300 
¥2,030 
¥2,030 

6
12（2日）
6
3
6
3
6
6
6

10：00
10：00
10：00
10：00
10：00
10：00
10：00
10：00
10：00

17：00
17：00
17：00
13：00
17：00
13：00
17：00
17：00
17：00

5（日）

12（日）
26（日）
11（土）

２７（木）

1（土）

23（日）

30（日）

6（日）・13（日）

12（土）

¥9,000 
¥2,250 

S1
S2

B
B

2日で学ぶビジネスパソコン
日商PC検定模擬試験体験

難　　易　　度
¥300 
¥300 

12（2日）
3

10：00
10：00

17：00
13：00

18（土）・25（土） １０（月）・１７（月）
5（土）

講習料講座No.難易度 教材費 時間数 開始時刻 終了時刻 ７月 ８月 ９月

¥6,000 
¥6,000 
¥6,000 

N1
N2
N3

C
C
C

文書作成（ワード）
データ活用（エクセル）
プレゼン資料作成（パワーポイント）

¥2,160 
¥2,160 
¥3,240 

6
6
6

10：00
10：00
10：00

17：00
17：00
17：00

19（日）
22（土）

19(土）
20（日）
27（日）

定期講習会、企業・団体講習会、受講者フォロー・ビジネス利用相談が行われて
いない日時には、当施設を企業・事業所・団体・サークルなどグループ単位での
勉強会・研修会に有料でご利用いただけます。
また、講師つきの研修会等も可能です。詳細はご相談ください。

団体利用（有料）

当施設にて、新入社員パソコン研修、オフィスソフト実務研修など、ご要望に応
じたカリキュラムによる講習を行うことができます。詳細はご相談ください。

企業・団体講習（区内の事業者の方）

就職・資格取得・起業・ビジネスのための講座を更に充実させました。皆さまの
ご参加をお待ちしています。
◎定員　各講座とも先着１０名様
　※お申込み少数の場合には、休講とさせていただく場合があります。
◎申込み方法　電話、FAX、Eメールにてお申込みを受付けます。
　FAX、Eメールにてお申込みの方は 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。
◎申込み・問合せ　テクノプラザかつしか
　ＴＥＬ：３８３８ー５５５７　ＦＡＸ：５６８０ー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）
◎利用条件・利用方法（以下の利用ができます）
　①定期講習会受講者の復習や質問のための利用（受講証を持参ください）
　②就業・起業・ビジネス等のためのパソコン活用方法に関する相談
◎利用日時　毎週金曜１２：００～１７：００（予約不要／相談・利用料無料、印刷料）
　ただし、最終金曜日は、講習会未受講者の方の質問・相談にも対応します。
※ネット閲覧や印刷などが目的のパソコン及び周辺機器の利用はできません。
　個人のパソコンの持込は可能です。

受講者フォロー・ビジネス利用相談（区内在住、在勤、在学の方）

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）

スキルアップの
ための

スキルアップの
ための

専修大学大学院との「第１２回共同公開講座」開催のご案内東京信用保証協会からのお知らせ
当協会では、経営支援の取り組みの一環として、専修大学大学院との共同公開講座を開催しています。１２回目の開催となる今回は、人口減少・少子高齢化により国内市場が縮小する
なか注目を集める新興国・途上国市場への海外展開がテーマです。中小企業経営者や後継者の方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

専修大学神田校舎７号館７３１教室
（千代田区神田神保町３ー８）

「中小企業の国際戦略」
～新興国・途上国市場開拓への挑戦～

平成２７年８月１日（土）
１３：００～１７：００

●お問い合わせ先　経営支援部経営支援統括課（担当：森・山口）　TEL：03（3272）2276

テーマ

日　時

会　場

①中小企業の国際戦略としての
　新興国・途上国市場開拓の現状と展望
②バングラデシュにおける浄水ビジネスの取り組み
③中小企業の国際戦略
　～新興国・途上国市場開拓への挑戦～

講演会・パネルディスカッション

今回の創業セミナーは、副業的に起業する所謂「プチ起業（少額起
業）」をテーマにしました。「少額起業」を目指す方に女性が多いこと
から「女性限定セミナー」として開催します。

創業よろず相談会では、相談者から構想中の事業やその課題などをお聞きし、課題解決のお手伝いをします。

◇日　　時　平成２７年７月２３日（木）１９：００～２１：００
◇場　　所　テクノプラザかつしか　第３会議室
◇主な内容　（前半）女性の起業家の現状とプ少額起業について
　　　　　　（後半）女性起業家よる「起業の体験談」
◇講　　師　（前半）新井秀樹氏
　　　　　　（日本政策金融公庫 東京創業支援センター所長）
　　　　　　（後半）森由香氏（収納アドバイザー）
◇参加対象　女性限定　①起業に興味のある方　②起業準備
　　　　　　中の方　③起業後２～３年間以内の起業家です。

◇日　　時　平成２７年７月９日（木）１０：００～１７：００　平成２７年９月１９日（土）１０：００～１７：００
　　　　　　（各日とも相談時間は、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　①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、それを伺います。
　　　　　　②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。
　　　　　　　お申し込みの方は ①講座名「７月２３日創業セミナー初級編」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。
◇申込み・問合せ　Eメール：info@techno-plaza.jp
　　　　　　　　　FAX：５６８０ー８６１８　TEL：３８３８ー５５５７

創業よろず相談会 無料 女性限定!! 創業セミナー初級編
テーマ：「プチ起業（少額起業）」

検索東京信用保証協会

■申込方法
　①Web申込（当協会HPから直接お申込みください）
　②FAX／郵送申込
　　（申込用紙は当協会ＨＰからダウンロードできます）
■定　　員　１００名（事前申込要）
※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、予めご了承ください。

お申し込みについて

パワフル！

参加費
無料



葛飾区からのお知らせ平成２７年６月２５日号P3

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。【来場の皆様へお願い】

第４９回葛飾納涼花火大会の実施に伴い、７月２１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

問い合わせ先：葛飾区コールセンター（はなしょうぶコール）ＴＥＬ６７５８ー２２２２
＊臨時自転車置場は限りがありますので公共交通機関等をご利用ください。

交通規制のお知らせ
第 ４９

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

月５００円の会費で「満足」のサービス！

※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。

区内の３００人以下の事業所で働く従業員と事業主の方
◆事業所会員

※パートタイマー・アルバイトの方でも入会できます。
区内にお住まいで、従業員が３００人以下の事業所で働く方
◆個人会員（勤務先に福利厚生制度のない方）

お一人入会金２００円／月会費５００円

全福センター

◎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・近県約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。

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

給付（慶弔）事業（５,０００円～１００,０００円）
◆サービス概要

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

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。

◆申し込み・問い合わせ

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。

＜東京ディズニーリゾート＞

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！

＜日帰りバスハイク＞

３社と契約。パック旅行など一
般料金より３％～５％割引で利
用できます。

＜旅行会社＞

利用補助金が申請できてお得で
す。

＜人間ドック＞

人気事業とチケットを
一部ご紹介！

〒１２５ー００６２　青戸７ー２ー１（テクノプラザかつしか内）
ＴＥＬ ３８３８ー５５５２　ＦＡＸ ３８３８ー５５５１

注目企業情報・お仕事情報・就職支援セミナー・内職の情報をインターネットＨＰ
で紹介。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
◆問い合わせ　しごと発見プラザかつしか
　　　　　　　TEL ５６８０ー８７６５　FAX ５６８０ー８７６６
　　　　　　　http://www.katsushika-shigoto.net

●貴社の採用条件にマッチした方を、求職登録者の中からご紹介いたします。
●専属の求人開拓員が貴社にお伺いし、人材確保についてのご相談に応じます。

「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。

「働きたいけど自信がない」「どんな仕事を選べばいいのか…」等、悩んでいる方！
次のようなことを実施していますので、お気軽にご相談ください!!
※仕事相談希望の方は、事前予約をお願いします。
●キャリアカウンセラーとの個別面談
●応募書類の作成や面接対策、女性向け等の就職支援セミナー
●区内企業等の仕事紹介　　●パソコンを使った適職診断

柴田観光農園（葛飾区水元４－２５）　水元４丁目バス停すぐ
細谷観光農園（葛飾区東水元４－１１）水元４丁目バス停徒歩３分　水元公園　徒歩３分
平日の収穫を希望される方は０９０－８０５９－９０１６細谷観光農園まで
お問い合わせください。
※駐車場はありません。

開 園 日　７月１８日から
　　　　　８月３０日の期間中の土・日
開園時間　午前１０時から１２時
　　　　　雨天の場合は中止。その日の収穫分がなくなり次第終了。

事前申込み不要　直接農園へお越しください。
１００ｇ３００円の量り売り。
（食べ放題ではありません）

今年もオープン！

ブルーベリー観光農園

詳細は区ＨＰ（トップ→施設案内→直売所・農園→ブルーベリー観光農園）をご覧くだ
さい。 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。

しごと発見プラザかつしか「おしごと情報ナビかつしか」

内職相談窓口

仕事探しにお悩みの方へ

事業所の皆様へ

スマホ
ＯＫ！

利用料無料

かつしかで、
仕事探し

「しごと発見プラザかつしか」

対　　象　　　小学校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

葛飾区伝統産業館では、毎月第３土曜日（８月は第２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

毎月第３土曜日（８月は第２土曜日）・伝統産業館において
職人の指導による伝統産業体験教室職人の指導による伝統産業体験教室

東京手描友禅／兵藤 修 ２０名友禅のタペストリー色さし

募集人数

８月８日 午後１～３時
伊勢形紙／松井 喜深子 ２０名ポストカードの形紙彫り７月１８日 午後１～３時
伝統産業名／講師氏名 体験教室内容日　　時

大人も子どもも、摘み始めると夢中になっ
ちゃう！真っ黒で、少し触ってぽろっと落ちる
ものが完熟、甘くて美味しいよ。

パワフル！



人事・労務関係や助成金等の
相談をお受けいたします！
人事・労務関係や助成金等の
相談をお受けいたします！

「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。

出展日時
平成２７年１０月１６日（金）～１８日（日）の３日間　
（工業・商業・観光展の出展です。）
１０時～１７時（１８日のみ１６時まで）

1

2

3

4

5

6

7

8

ブース出展場所・寸法
（１）産業フェア会場内（青戸７－２－１　テクノプラザかつしか・東京都
　　城東地域中小企業振興センターに設置）
（２）ブースの大きさ：概ね２.７ｍ×１.８ｍ（予定）

出展に関する事項
（１）出展料は無料です。ただし、出展にかかる費用は自己負担とします。
（２）応募後にヒアリングを実施し、具体的な出展内容の確認をします。
（３）出展は本年のみとします。

応募条件
出展ができる団体は次の条件を満たしている団体となります。
（１）葛飾区で活動している産業団体（おおむね１０企業以上が産業別に組織
　　している団体。例えば、ねじ連合会、洋菓子組合など。）であること。
　　※個別の企業での出展は募集していません。
（２）産業フェアの主旨に沿った出展ができること。

応募方法
申込用紙を区公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、ＦＡ
Ｘまたは郵送によりご応募ください。

出展団体の決定
出展の可否は、７月中旬に開催される葛飾区産業フェア実行委員会で出展
内容を検討のうえ、決定します。
出展が決定した団体は、出展者会議に出席していただくこととなります。

締め切り
平成２７年７月３日（金）

応募先
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
（ＴＥＬ）３８３８－５５８７　（ＦＡＸ）３８３８－５５５１

公募による出展コーナーを設置し、
出展団体を募集します。

　　※産業フェアは区内の産業を子どもたちや区民に知らせる教育的側面
　　を主眼としています。そのため、販売だけでなく、区内産業を体験で
　　きる実演や教育的な目的の展示などによる出展が望まれます。
（３）出展日時の全てでブース運営を行えること。

第３１回葛飾区産業フェア出展団体募集！

全区立中学校の２年生を対象に、５日間の中学生職場体験を実施しています。
職場体験を通して社会の一員としての自覚を促すとともに、望ましい社会性や
勤労観・職業観を育成することが大きなねらいです。
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

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。

「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。

優れた工場を「優良工場」
として認定します!

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
（ＴＥＬ）３８３８－５５８７　（ＦＡＸ）３８３８－５５５１

平成２７年１０月３０日（金）

優良工場

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。

応募資格

申込締切

申し込み・問い合わせ先

体験は
生き方を
はぐくむ
源です！

体験は
生き方を
はぐくむ
源です！

葛飾区トライアル
雇用促進奨励金

葛飾区正規雇用
促進特別奨励金

国の支給決定
から6か月以内

国の支給決定
から3か月以内

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

トライアル雇用奨励金
（旧　試行雇用奨励金）

葛飾区の奨励金 申請期限ハローワークの奨励金

葛飾区内の事業所で区民または震災被災者を雇い入れ、ハローワークから雇用奨励
金を受けている中小企業に区が上乗せして奨励金を支給します。

〈葛飾区の雇用関係助成金〉

問い合わせ・受付 産業経済課経済企画係　３８３８－５５５４
利　用　料 無料
場　　　所 テクノプラザかつしか又は区内事業所

相談日及び相談時間 事前予約制　毎月１回　１３：００～１６：００

人事・労務関係や助成金等の
相談をお受けいたします！

○国や区で実施している助成金の内容、受給要件、申請書の記載方法
等の説明や相談
○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

お気軽にご相談ください！！

社 会 保 険 労 務 士 が

労働法改正！？
就業規則ってどう
かえたらいい？！

人を雇うけど、
助成金って
もらえるの？

労働紛争。
他人事じゃない

社員メンタルヘ
ルス対策…今のう
ちに準備したい

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

対 象 経 費

担 当 課

事業者が負担した額の２分の１の額もしくは授業料等の総額の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。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

補 助 額

①補助対象の拡大
　これまでの「大学」、「（高等）専門学校」、「認定職業訓練校」に加え、
「業務に必要な技術等を習得させるための研修等を実施する機関」の
授業料等についても補助対象として範囲を拡大しました。

②補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能になりまし
た。

区では、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
費の一部を補助しています。平成２７年４月１日から、制度を改正し、
補助金をより利用しやすくしました。

産業人材育成支援補助事業のご案内

改 正 点

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。

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．前年度の法人都民税または特別区民税を滞納していないこと。
３．補助対象経費の２分の１以上を負担していること。

補助制度が利用しやすくなりました

平成２７年６月２５日号 P4葛飾区からのお知らせ

相談無料！
出張相談ＯＫ！

パワフル！
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