No.1661 令和元年（2019年）８月１日号

ファミリー・サポート・セ
ンター協力会員を募集

音楽体操講習会

日９月６日〜11月８日の㈮（全10
回） 時午前10時〜正午 所荒川た
んぽぽセンター 対区内在住で、身
体に障がいのある方 人20人（申
込順） 講環境美画会長・多田浩二

あらかわリサイクルセンター
の工房・教室
◆電気炉を使ったガラスの置き物
日９月４日㈬ 人８人

ちょう き ん

彫金・三味線

す ず

各５人（申込順）
定

員 ※最少催行人数３人。小学生以下のお子さんは
保護者同伴で

来所・ファクス・荒川区ホームページで、
希望するコース・住所・氏名（ふりがな）
・
申込方法
年齢・電話番号を、区役所６階観光振興課
問 合 せ
観光振興係へ
☎内線４６１ ふ（３８０３）２３３３

締

申

問

モノづくりの現場を車で回り、見学・
体験します。

彫金・エボナイト
10月17日㈭午後１時30分〜３時
集合 ＪＲ西日暮里駅
対象 小学３年生以上の方
▶錫で作る迷子札（尚呼）
内容
▶エボナイト製品製作現場見学（株式会社日興エボナイト製造所）
費用 1000円
日時

竹工芸・エボナイト・提灯文字
日時 11月７日㈭正午〜午後３時 集合 ＪＲ日暮里駅
対象 小学３年生以上の方
▶竹工芸製作工程現場見学（竹工芸翠屋）
▶エボナイト製品製作現場見学（株式会社日興エ
内容
ボナイト製造所）
▶ミニ提灯に文字の描き入れ体験（泪橋大嶋屋）
費用 2400円

HP

ホームページアドレス

９月３日㈫午後１時30分〜３時
集合 ＪＲ西日暮里駅
対象 18歳以上の方
（尚呼）
▶錫で作る迷子札
内容 ▶三味線演奏体験
（有限
会社三味線かとう）
費用 2500円
日時

６面へ続く

￥

電子メールアドレス

モノづくり見学・体験スポットツアー

日９月25日〜令和２年１月29日の
㈬（10月９日、12月25日、１月１
日・８日は除く） ※全15回
時午前10時〜正午 ※９月５日㈭
午前10時〜正午に説明会、11日㈬
に選考会を実施 所ゆいの森あらか
わ２階会議室 対パソコンの基本操
作ができ、令和２年度実施予定の中
級講座修了後、音訳奉仕者として活
動できる方 人15人程度（選考）
講音訳指導者・高橋久美子氏
申８月１日㈭〜９月４日㈬にゆいの
森あらかわ１階総合カウンター・電
話・ファクス・下記ホームページ
で、２面上段を参照し①〜④の記入
事項を、ゆいの森あらかわへ
☎（３８９１）４３４９
ふ（３８９１）４３５０
ほ https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

持

問い合わせ先

日９月18日㈬ 時午後１時〜２時
30分 所荒川老人福祉センター
対区内在住で60歳以上の方 人30
人（抽選） 内筋力アップ体操等

区立図書館音訳者養成講座

申込方法
︵申込先︶

リハビリ講習会「絵手紙と
石アートを楽しもう」

▲電気炉を使ったガラスの置き物

締め切り

日 ８ 月13日 ㈫・14日 ㈬・16日 ㈮
（全３回） 時午後１時〜４時
所アクロスあらかわ１階多目的ホー
ル 対区内在住で、障がいのある方
人25人（申込順） 講都立城南職業
能力開発センター講師・茂呂広子氏
※動きやすい服装で 申８月１日㈭
〜９日㈮に荒川区心身障害者事業団
へ☎（６３２０）７０５３

講

費用

障がい者就労支援
清掃業務研修

内

持ち物

日８月10日㈯ 時午前10時〜午後
３時 所荒川たんぽぽセンター
内視覚障がい者、聴覚障がい者、肢
体不自由者による相談
申８月１日㈭から来所・電話・ファ
クスで、荒川たんぽぽセンターへ
☎・ふ（３８０７）８４８３

人

講師

高齢者

障がいのある当事者（ピア
カウンセラー）による相談

対

内容

日８月20日㈫ 時▶企業説明会…
午後１時30分〜２時 ▶就職面接
会…午後２時〜４時（受け付けは午
後１時〜３時30分） ※参加企業は
２週間程度前に下記ホームページに
掲載 所ムーブ町屋３階ムーブホー
ル 持履歴書・職務経歴書
問ハローワーク足立事業所第二部門
☎（３８７０）８６１７
ほ https://jsite.mhlw.go.jp/
tokyo-hellowork/list/adachi.
html

障がいのある方

ウ ィ ン ド ウ ズ

所

定員

軽作業・警備・建設等
就職応援面接会

日８月17日㈯ 時午後６時30分〜
９時 所荒川ボランティアセンター
（荒川区社会福祉協議会内）
￥1500円（懇親会参加者のみ）
申オヤジの会（荒川区男性介護者の
会）・神達
☎０９０（８９４９）０５００

◆特別講座
Ｓ１ ママのためのパソコンミニ講座
日９月６日㈮ 時午前９時〜正午
託児 満１歳以上の未就学児、８人
（申込順） 内カードやアルバム作
り ￥540円
※パソコンで文字入力ができる方
◆通常講座
Ｅ１ パソコン入門 Windows10
日９月２日㈪〜６日㈮（全５回）
時午後７時〜９時 ￥1000円
※パソコン操作が初めての方
Ｅ２ 仕事に役立つエクセル１
日９月７日㈯・８日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内基本関数とグ
ラフ ￥2100円
※エクセルの基本操作ができる方
Ｅ３ ワード2016基礎
日９月９日㈪〜13日㈮（全５回）
時午後２時〜４時 内文書作成、図
表・写真の挿入 ￥1000円
※パソコンの基本操作ができる方
Ｅ４ エクセル活用
日９月16日㈷ 時午前10時〜午後
５時 内消費税計算、データ集計分
析 ￥1400円
※エクセルの基本操作ができる方
Ｅ５ 仕事に役立つエクセル２
日９月21日㈯・22日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内応用関数、デ
ータベース ￥2100円
※エクセルの基本操作ができる方
……………………………………
※指定のテキストのある方は無料
所生涯学習センター 対区内在住・
在勤・在学で、18歳以上の方
人 各28人（ 抽 選 ） 締 ８ 月15日 ㈭
必着 申往復はがきで、２面上段を
参照し①〜④の記入事項と⑤希望す
る講習会番号を、〒116-0002荒川
区荒川３ -49- １生涯学習センター
へ☎（３８０２）２３３２

時

対象

日８月19日㈪・21日㈬（全２回）
時午後２時〜４時 所ムーブ町屋４
階ミニギャラリー 対39歳以下の
方 人10人（申込順） 内一般職業
適性検査を使用した自己分析
申８月１日㈭〜16日㈮にわかもの
就労サポートデスクへ
☎（３８００）６１８８

男性介護者の会

９月ＩＴ講習会

日

会場・場所

若者向け就労支援セミナー

介護

講座

◆ガラス棒を加熱して作るとんぼ玉
日９月11日・25日の㈬ 対小学５
年生以上の方 人各６人
◆電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー（ブローチ・マグネット等）
日９月18日㈬ 人８人
◆着物のリサイクル〜ジャンパース
カート
日９月19日・26日の㈭（全２回）
人12人 持着物１枚（背縫い以外
すべてほどく）、裁縫用具
……………………………………
※申込順
時午後２時〜３時30分 所あらか
わリサイクルセンター 託児 満１歳
以上の未就学児、各講座２人（申込
順 ） ※ 託 児 は、 ９ 月11日・18日
の㈬のみで、各開催日の10日前ま
でに要予約
申８月１日㈭からあらかわリサイク
ルセンターへ
☎（３８０５）９１７２

時間

残業・通院・冠婚葬祭等で子ども
を預けたい、保育園・学童クラブの
送迎をしてほしい等、子育て世代の
ニーズに応える会員を募集します。
報酬 720〜840円（１時間）
◆養成講座
受講後、協力会員として登録し、
活動していただきます。
※有資格者は受講科目の免除あり
日８月20日㈫〜22日㈭（全３回）
時午前９時〜午後４時 所峡田ふれ
あい館ほか ￥1400円 締８月16
日㈮ 申荒川区ファミリー・サポー
ト・センター事務局（荒川区社会福
祉協議会内）
☎（３８９１）７９３８

氏 申８月１日㈭から電話・ファク
スで、荒川たんぽぽセンターへ
☎（３８９１）６８２４
ふ（３８０７）８４８３

期日
︵期間︶

仕事・人材募集

持タオル、飲み物 ※動きやすい服
装で 締８月７日㈬必着
申往復はがき・ファクス・電子メー
ルで、２面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤年齢⑥ファクス番号を、
〒116-0002荒 川 区 荒 川 １ -34- ６
荒川老人福祉センターへ
☎（３８０２）１６６６
ふ（３８０２）１６８３
め starts-from60@arakawashakyo.or.jp

3

