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仕事・人材募集

健康・衛生
脳ドックの受診費用を助成

ファミリー・サポート・
センター協力会員を募集
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。
◆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（謝礼あり）。
２月７日㈬〜９日㈮（全３回）
午前９時〜午後４時 峡田ふれ

講座
布の絵本づくりボランティア
入門講座
３月１日・
８日・22日・
29日の㈭（全
４回） 午
後２時〜４時
受講後、区
内で活動できる方 20人（申込
順） 布絵本「くだもの」の製作
等 裁縫道具（裁ちばさみ・刺し
ゅう針）、鉛筆 ￬3000円
ゆいの森あらかわ１階総合カウン
ター・下記ホームページで
・ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
 https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

取引条件の確認
●キャンセル・返品条件、利用規約、支払方法や納期・送料を、必ず確認しましょう
●支払った後に商品が届かない等のトラブルを避けるため、支払方法で「前払
い」を選ぶ際は、慎重に販売業者情報を確認しましょう
●申し込み後に届く、注文明細書や受付電子メールの内容を確認し、保管しま
しょう

届いた商品はすぐに確認
商品の個装を開ける前に、内容物が間違っていないかを確認し、違っている
場合はすぐに連絡をしましょう。

消費者トラブルの相談
受 付 時 間

㈪〜㈮、午前８時30分〜正午、午後１時〜４時30分
※㈷等を除く

場 所・ 相 談

申

締

問

消費生活センター（区役所６階）☎（５６０４）７０５５

HP

ホームページアドレス

●会社概要等で、所在地・電話番号（インターネット通販の
場合は責任者の名前も）等を確認しましょう
●機械翻訳したような不自然な日本語表現や、字体（フォン
ト）に通常使用されない旧字体が混じっている場合は、注
意しましょう
●振込先が法人名ではなく個人の名義になっている、振込先
の支店が販売会社の所在地と異なっている等の場合は、注
意しましょう
●ほかの利用者の評価等も事前に確認し、参考にしましょう

￥

電子メールアドレス

販売業者の情報を確認する

持

４面へ続く

通 信 販 売 ト ラ ブ ル にご注意を
インターネット・テレビ・広告等での通信販売のトラブ
ルが多発しています。トラブルを防ぐために、注意するポ
イントを紹介します。

講

問い合わせ先

２月３日㈯ 午後２時〜４時
ムーブ町屋４階ミニギャラリー
長期間仕事に就いていない40歳
以下の家族がいる保護者等 10
人（申込順） 若者のひきこもり
等に対して家族ができる支援
￭ＮＰＯ法人青少年自立援助センタ
ー・河野久忠氏 ￮２月２日㈮
わかもの就労サポートデスク
☎（３８００）６１８８

一人で外出することが不安な高齢
者をサポートするボランティアを募
集します。養成講座を受講し、活動
してください。
◆養成講座
１月30日㈫、２月14日㈬ 午
後２時〜４時 アクロスあらかわ
１階ホール 各30人（申込順）
はがき・電話・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性別⑥年齢を、
〒116-0003荒 川 区 南 千 住 １ -1320荒川ボランティアセンターへ
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１
 vorasen@arakawa-shakyo.or.jp

２月25日㈰ 午前９時〜午後
５時 大門小学校体育館 各ビ
ーチボール大会に未参加・または参
加経験の少ないチーム ▶中学生
〜35歳以下のチーム ▶36歳以上
のチーム ※各８チーム（１チーム
４〜６人） ￮１月28日㈰
荒川区ビーチボール協会総務部・
緒方☎（３８９２）９９５２

内

締め切り

保護者向けセミナー

高齢者外出サポート
ボランティアを募集

ビーチボールオープン大会・
教室

申込方法
︵申込先︶

２月24日㈯
◆創業セミナー
午前９時30分〜11時 ￭株式会
社サクラ前線代表取締役・櫻田登紀
子氏、ブラックホールコーヒー合同
会社代表・前田国敏氏
◆創業・資金調達相談会
午前11時〜午後０時30分 中
小企業診断士、金融機関による個別
相談
……………………………………
産業経済部研修室（荒川消防署隣
セントラル荒川ビル４階） 区内

４ 月 １ 日 〜 平 成31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20日 ※㈯・
㈰・㈷勤務あり 勤務時間 午前８時
30分〜午後３時15分（６時間）
荒川区立小・中学校 教育職員
の普通免許状を有する方（種別不
問） ３人程度（選考）
申込書の配布 区役所３階学務課（荒川
区ホームページからもダウンロード
可） 報酬 17万2700円（月額）
￮２月９日㈮必着
事前連絡のうえ、簡易書留で、申
込書または履歴書、資格証明書の写
し、小論文「『特別支援教育におけ
る児童・生徒へのかかわり』につい
て 」（ 約800字 ） を、 〒116-8501
（住所不要）荒川区役所学務課特別
支援教育係へ☎内線３３３４
勤務期間

スポーツ

費用

創業セミナーと創業・資金
調達個別相談会

特別支援教育支援員（非常
勤職員）を募集

人

持ち物

２月15日㈭ 午前11時30分〜
午後６時 集合・解散 区役所前（往
復バス利用） ニシハラ理工株式
会社（武蔵村山市、メッキ加工・設
計・製造等） 中小企業経営者等
15人（申込順） 優れたＴＰＭ
活動（生産効率の向上、快適な環境
づくり等）の取り組みを紹介 ￮１
月31日㈬
経営支援課（区役所６階）
☎内線４５９

ブ

対

講師

中小企業のための工場見学会

ョ

所

内容

産業・経営支援

ジ

３月３日㈯ 午前10時〜午後
４時 明治学院大学白金キャンパ
ス（港区白金台１ - ２ -37） 特別
区職員採用試験の受験希望者 ※受
験資格は下記ホームページ等で確認
してください 5000人程度（抽
選） 下記ホームページで ￮２
月５日㈪午後５時受信有効
特別区人事委員会事務局任用課
☎（５２１０）９７８７
 http://www.tokyo23city.
or.jp/saiyou-siken.htm

日常生活にお困りの方に、家事や
付き添い等の介護・見守りを行う協
力会員を募集します。
報酬 750〜950円（１時間）
※活動内容・時間帯により変動
◆説明会
２月20日㈫ 午後１時30分〜
３時 荒川区社会福祉協議会３階
会議室 15人（申込順） ￮２月
19日㈪
荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

時

定員

40歳以上の国民健康保険または
後期高齢者医療制度の被保険者で、
保険料の未納がない方 助成額 受診
費用の２分の１ ※２か年度連続し
て助成を受けることはできません
限度額 ２万円 ※受診医療機関・受
診日の決定後、申請してください
国保年金課（区役所１階）
☎内線２３７１

特別区職員採用試験
23区合同説明会

にこにこサポート協力会員
を募集

日

対象

４ 月 １ 日 以 降（ 任 用 期 間
は、６か月〜２年） 勤務日数 原則と
して週５日 平成10年４月１日
までに生まれた方で、保育士となる
資格を有し、都道府県知事の登録を
受けている方 ５人程度（選考）
申込書の配布 区役所１階総合案内・４
階職員課、各区民事務所・図書館、
ＪＯＢコーナー町屋（荒川区ホーム
ページからもダウンロード可）
￮２月16日㈮必着
職員課☎内線２２３３
勤務期間

２月20日㈫ 午後１時〜４時
ムーブ町屋３階ムーブホール
55歳以上の就職活動中（予定）
の方 50人（申込順） シニア
世代のライフマネープランと再就職
の基礎知識 予約専用電話
☎（６８９４）３３１４へ ￮２月
19日㈪
東京しごとセンター・シニアコー
ナー☎（５２１１）２３３５

あい館・荒川さつき保育園・荒川消
防署 ￬1400円 ￮２月５日㈪
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

会場・場所

保育士（育児休業代替任期
付職員）を募集

シニア生涯ワーキング
セミナー

時間

２月13日〜３月28日の㈫・㈬・
㈭（全19回） ※㈷等を除く 午
後１時〜３時 スタートまちや
区内在住で、就労を希望する身
体・精神に障がいがある方 ５人
（申込順）
電話・ファクスで、２面上段を参
照し①〜④の記入事項を、障害者福
祉課へ☎内線２６９１
（３８０２）０８１９

で創業を検討している方・創業して
間もない方 20人（申込順）
電話・ファクス・荒川区ホームペ
ージで、２面上段を参照し①〜④の
記入事項を、経営支援課へ
☎内線４５７
（３８０３）２３３３

期日
︵期間︶

障がい者向け就労支援
（パソコン講習）
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