No.1644 2019年（平成31年）２月１日号

産業・経営支援

夜間学級の生徒を募集

スポーツ推進委員を募集
任期 ４月１日〜平成32年３月31日

日２月13日㈬ 時▶企業説明会…
午後１時30分〜２時 ▶就職面接

自転車安全利用講習会
日２月16日㈯（雨天中止） 時午前

▶２日目
内 容

白河関跡（見学） 白河小峰城（見学） 白河ラーメン（昼食）
白河フラワーワールド（散策） 南湖公園（見学）

※２日目が自由行動のプランもあります。詳細は、
お問い合わせください

１人分（１室を２〜６人で利用した場合）
▶Ａ室…３万6900円 ▶Ｂ室…３万4600円
費 用 ▶Ｃ室…３万2400円
※宿泊・往復バス・ツアー代、保険料、入湯税を含む
※１人で参加する場合は割増料金となります

申込み ホテルグリーンパール那須
問合せ ☎０２８７（７６）２８８３

締

申

問

区民保養所の予約受付開始日
ホテルグリーンパール那須
利用期間 ８月１日㈭〜31日㈯
▶電話…２月10日㈰午前10時からホテルグ
リーンパール那須へ
▶施設予約システム…２月11日㈷午前０時
から荒川区ホームページで

ホテルニューアカオ
利用期間 ５月１日㉁〜31日㈮
※５月６日㉁〜９日㈭・24日㈮は施設点検等のため
利用できません

▶電話…２月12日㈫午前９時からホテルニ
ューアカオ東京予約センターへ
☎（３２７３）５１５１

HP

ホームページアドレス

▶３日目…ホテルグリーンパール那須（午前８時45分出発）→国営ひたち海浜公園
（散策）→那珂湊（昼食）→荒川区役所（午後４時到着予定）

￥

６面へ続く

白河関・小峰城見学と国営ひたち海浜公園ツアー

期 間 ４月23日㈫〜25日㈭ ※２泊３日（朝２食、昼１食、夕２食付き） 最少催行人数 20人
▶１日目…荒川区役所（午前10時出発）→蔵の街（散策・自由昼食）→ホテルグリー
ンパール那須（午後３時到着予定）

持

電子メールアドレス

ホテルグリーンパール那須

講座

アンド

講

問い合わせ先

警備・建設・軽作業等
就職応援面接会

日３月２日㈯・３日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内文書作成、図
表挿入 ￥2100円
※ワードの基本操作ができる方
K２ エクセル活用
日３月10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
K３ かんたんインターネット＆メール
日３月11日㈪〜15日㈮（全５回）
時午後７時〜９時 内インターネッ
ト閲覧の基本操作、情報の検索方法
￥1000円
※パソコンの基本操作ができる方
K４ 仕事に役立つワード２
日３月16日㈯・17日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内差し込み印
刷、テンプレートの作成
￥2100円
※ワードの基本操作ができる方
……………………………………
※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 ２ 月15日 ㈮
必着
申往復はがきで、４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

申込方法
︵申込先︶

日２月26日㈫ 時午後１時〜３時
45分 所ムーブ町屋３階ムーブホ
ール 対55歳以上の就職活動中（予
定）の方 人50人（申込順） 内ラ
イフプランニング、再就職の働き方
申２月１日㈮〜25日㈪に予約専用
電話へ☎（５８４３）７６６５
問東京しごとセンター・シニアコー
ナー☎（５２１１）２３３５

バッジテストに挑戦できます。
日・時３月23日㈯午前６時20分〜
３月24日㈰午後７時（予定）
集合・解散 区役所前・日暮里駅周辺
※往復バス利用 所ホワイトワール
ド尾瀬岩鞍（群馬県片品村） 対区
内在住・在勤・在学で、小学４年生
以上の方（小学生は10人程度）
人40人（ 抽 選 ） ￥ ２ 万9000円
（小・中学生は２万8000円）
申郵送・ファクス・電子メールで、
４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⑦所持級⑧
レンタルの有無（サイズ明記）⑨持
病の有無（②〜⑨は参加者全員分）
を、 〒116-0003荒 川 区 南 千 住 ７
-23- ４ -1204荒 川 区 ス キ ー 連 盟・
滝沢へふ（３８０２）７６８８
※ファクスでの申し込みは午前８時
〜午後９時
め arakawaski@gmail.com
問荒川区スキー連盟・橋本
☎０７０（５５７９）３８９６
※午前８時〜午後９時

内

K１ 仕事に役立つワード１

締め切り

シニア生涯ワーキング
セミナー

春季スキー教室

３月ＩＴ講習会

費用

対４月１日現在、区内在住の20歳
以上で、スポーツに関する知識と経
験がある方 人若干名（選考）
内区や地域が実施するスポーツ事業
への協力等 報酬 8250円（月額）
締２月14日㈭
申スポーツ振興課スポーツ事業係
☎内線３３７４

スポーツ

人

持ち物

日３月３日㈰ 時午前10時〜正午
所南千住図書館地下１階視聴覚室
対区内在住で、これから出産を迎え
る方と家族 人30人（申込順）
託児 ２歳以上の未就学児、４人
（申
込順、２月19日㈫午後５時まで）
講児童図書館研究会会員・植田たい
子氏 申２月１日㈮から各図書館・
下記ホームページで（２月２日㈯か
らゆいの森あらかわ１階総合カウン
ターも可）
問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
ほ https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

勤務期間 ４ 月 １ 日 〜 平 成32年 ３ 月
31日 ※勤務成績が良好な場合は
更新あり 勤務日数 月16日
勤務時間 午前８時15分〜午後５時
所区立中学校 対パソコンの操作が
できる方 人１人（選考）
選考方法 作文、面接等 内中学校の
経理・庶務事務等 報酬 17万2700
円（月額） 募集要項の配布 区役所３
階教育総務課（荒川区ホームページ
からもダウンロード可）
申２月１日㈮〜12日㈫に教育総務
課教職員係へ☎内線３３１６

講師

出産を迎える方のための
読み聞かせ講習会

中学校事務嘱託員を募集

対

内容

小学生以下のお子さんは、入浴料
が無料になるほか、各銭湯で先着
48人のお子さんに、飲み物を差し
上げます。
日２月11日㈷ 所区内の銭湯
※詳細は、各銭湯にご確認ください
主催 東京都公衆浴場業生活衛生同
業組合荒川支部
問消費生活センター☎内線４７７

ポ ン プ

日３月24日㈰ 時正午〜午後４時
所明治学院大学白金キャンパス２号
館（港区白金台１ - ２ -37） 人550
人程度（当日の先着順） 内基調講
演、技術職職員による仕事紹介やパ
ネルディスカッション等
問特別区人事委員会事務局任用課採
用係☎（５２１０）９７８７

定員

建国記念日は「いよかん湯」へ

仕事・人材募集

日２月16日㈯ 時午前９時30分〜
午後４時 所荒川コミュニティカレ
ッジ研修室等 内布小物のワークシ
ョップ、戦争体験者の話、旧三河島
汚水処分場喞 筒場施設見学（要予
約）※詳細は、荒川区ホームページ
をご覧ください
問荒川コミュニティカレッジ事務局
☎（５６１５）４８８４

所

対象

日２月８日㈮ 時・内▶午前９時
20分〜９時55分…卒業を祝う会
▶ 午 前10時10分 〜11時45分 … 発
表 所日暮里サニーホール
問学務課特別支援教育係
☎内線３３３５

特別区職員技術職（土木・
造園・建築・機械・電気）
採用フォーラム

荒川コミュニティカレッジ
地域交流イベント〜動いて
知って作って感じる荒川

時

会場・場所

区立小・中学校特別支援学級
合同卒業生を送る会

日２月11日㈷ 時午前９時30分〜
午後６時 所東京国際フォーラム
ホール B5（千代田区丸の内３ - ５ １） 内産業技術大学院大学の情報
アーキテクチャ専攻・創造技術専攻
の学生による学修成果の発表、パネ
ル・模型展示 問産業技術大学院大
学☎（３４７２）７８３４

日

時間

所夜間学級を設置している都内の公
立中学校８校 ※日本語学級設置校
あり 対小・中学校を卒業していな
い方、中学校で十分に学べなかった
15歳以上の方（中学生は不可）
問第九中学校夜間学級
☎（３８９２）４１７７
※午後２時〜９時

AIIT PBL プロジェクト
成果発表会

９時30分〜11時（受け付けは午前
９時から） 所荒川自然公園交通園
※午前９時30分〜11時は交通園の
一部施設が一般利用できません
対区内在住・在勤・在学で、小学４
年生以上の方 人40人（当日の先
着順）
問生活安全課交通安全係
☎内線４８９

期日
︵期間︶

子育て・教育

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、１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
託児 ６か月以上の未就学児（定員
あり・申込順）。申し込みは、２月
１日㈮〜７日㈭に就労支援課就労支
援係へ☎（３８００）８７１０
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
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