No.1649 2019年（平成31年）３月21日号

介護
介護保険の更新申請を

へい

内

日▶１次試験…６月９日㈰ ▶２次
試験…７月11日㈭〜19日㈮の指定
日 対大学卒業程度
受験案内の配布 東 京 国 税 局（ 中 央 区
築 地 ５ - ３ - １）、 荒 川 税 務 署、 人
事院ホームページ（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）
申３月29日㈮〜４月10日㈬に人事
院ホームページで
問東京国税局人事第二課試験係
☎（３５４２）２１１１

固定資産税における土地・
家屋の価格等の縦覧
日４月１日㈪〜７月１日㈪（㈯・
㈰・㈷等を除く） 時午前９時〜午
後５時 所土地・家屋が所在する区
の都税事務所 対平成31年１月１
日現在、23区内に土地・家屋を所
有する納税者 持本人確認ができる
書類
問荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１１

はつらつ脳力アップ教室

荒川区新製品・

第４回

頭を使いながら身体を動かす、手先を使った創作活動、人との
交流等は、脳に刺激を与え、脳の機能を高める効果があります。
楽しみながら仲間と一緒に認知症予防に取り組んでみませんか。

対 象

５月〜９月（会場により５月〜10月上旬）
※週１回程度、全18回

区内在住で、要支援・要介護の認定を
受けていない、おおむね65歳以上の方

▲最優秀賞「積層成形
ブロック L-CUBE」
キ ュ ー ブ

※詳細は、お問い合わせください

費 用

各回300円

締切り ４月22日㈪ ※最少開催人数５人。１人１会場に限る
申込み・問合せ

曜日

初回日

時 間

定 員
（抽選）

南千住駅前ふれあい館
火
５月 ７日㈫
25人
※一部㈭
３階 洋室２・３
午前９時45分〜
11時45分
峡田ふれあい館
５月16日㈭
２階 洋室１・２
木
各20人
町屋ふれあい館２階 洋室
５月 ９日㈭
尾久ふれあい館
水
５月 ８日㈬
４階 レクホール
午後１時〜３時
各25人
夕やけこやけふれあい館
金
５月10日㈮
※一部㈭
４階 レクホール１・２

最優秀賞
旭モールディング株式会社 積層成形ブロック L-CUBE
（荒川区長賞）
３ D プリンター用フィラメント
ナノダックス株式会社
【３ D magic】
株式会社バックストリー
優秀賞
千代切紙（ちよきりがみ）
トファクトリー
精電舎電子工業株式会社 超音波溶着機 SONOPET J Ⅱ
株式会社アポロ製作所
美濃素焼き 吸水コースター
ハンドメイド・カンパニ 90分で服が作れるカット型紙
ー株式会社
（作り方動画つき）
入賞
革新的点字作製技術と点字フォ
白山印刷株式会社
ント
髙六商事株式会社
再生炭素繊維複合材の製造方法

締

申

問

マ ジ ッ ク

ソ

問合せ

ノ

経営支援課経営支援係 ☎内線４５９

ペ

ッ

ト

HP

ホームページアドレス

会 場

高齢者福祉課介護予防事業係 ☎内線２６７８

区内中小企業者が開発した優れた新
製品・新技術を表彰するとともに、新
製品等の開発気運の醸成と区内産業の
活性化を目的に、「荒川区新製品・新
技術大賞」を実施しました。受賞企業
は、下表のとおりです。

￥

電子メールアドレス

期 間

新技術大賞

持

問い合わせ先

65歳からの認知症予防教室

講

申込方法
︵申込先︶

◆花合わせ de フラワーアレンジ
日４月１日㈪ 時午前10時〜11時
30分 人24人（申込順） ￥1500
円
◆手作りボランティア de 被災地支
援
日４月２日㈫ 時午前10時〜正午
人15人（申込順）

◆大人のためのやさしい哲学
日 ４ 月27日、 ５ 月25日、 ６ 月 ８
日・22日、 ７ 月 ６ 日・20日 の ㈯
（全６回） 講学習院大学講師・小
川文子氏 締４月13日㈯必着
◆歌舞伎鑑賞入門〜歌舞伎の中にみ
る日本文化
日 ４ 月28日、 ６ 月30日、 ７ 月28
日、 ８ 月25日、 ９ 月29日、11月
24日の㈰（全６回） 講早稲田大学
演劇博物館招聘研究員・鈴木英一氏
締４月14日㈰必着
……………………………………
時午後１時〜２時40分 所生涯学

国税専門官を募集

締め切り

日３月23日㈯〜６月19日㈬（４月
18日㈭、５月16日㈭、６月７日㈮
は休館） 所吉村昭記念文学館２階
著作閲覧コーナー 内俳人・尾崎
放哉を描いた「海も暮れきる」、作

区民カレッジ

官公署

費用

トピック展示「吉村昭と俳句」

デ

◆ちりめん細工 de チューリップ
日４月５日㈮ 時午前10時〜正午
人15人（申込順） ￥500円

人

持ち物

講座・催し

エコ生活実践講座

対

講師

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
日４月16日㈫ 時午後１時30分〜
３時 所荒川区社会福祉協議会３階
会議室 人15人（申込順） 締４月
15日㈪
申荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

所

内容

にこにこサポート協力会員
を募集

日３月31日㈰（雨天決行） 時午前
２時30分〜午後５時
集合・解散 区役所前（往復バス利用）
所千葉県香取市東部与田浦周辺
対区内在住・在勤・在学で、15歳
以上の方（中学生は不可） 人40人
（申込順） ￥5000円
申３月21日㈷〜28日㈭に電話・フ
ァクスで、２面上段を参照し①〜④
の記入事項と⑤年齢を、荒川区釣魚
連合会・坂へ
☎・ふ（６３１５）４７１７

日４月８日〜９月30日の㈪（４月
29日㈷を除く） ※全25回（予定）
時午後６時45分〜９時 所荒川山
吹ふれあい館３階多目的室 人20
人（申込順） 持室内用運動靴
※動きやすい服装で ￥４月・５月
は無料。６月以降は入会金1000円
と月額1500円
申３月21日㈷から荒川フレンズス
クエアダンスクラブ・山口へ
☎（３８９２）５６２６

定員

仕事・人材募集

荒川区フナ釣選手権大会

スクエアダンス初心者講習会

時

対象

日４月６日㈯ 時午後１時〜３時
所荒川山吹ふれあい館２階会議室
申銀の伺（荒川区認知症の人を支え
る家族の会）・江口
☎・ふ（３８００）３３４６

日３月27日㈬（雨天決行） 時午前
10時30分〜午後２時30分 所荒川
公園内展示場 内障がい者施設等で
手作りしたパンやアクセサリー等の
販売
問障害者福祉課障害サービス係
☎内線２６８３
ふ（３８０２）０８１９

日

会場・場所

認知症介護者交流サロン

あらかわふれ愛マーケット

習センター 対区内在住・在勤・在
学で、18歳以上の方 人70人（抽
選）
申往復はがきで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項を、〒116-0002
荒川区荒川３ -49- １生涯学習セン
ターへ☎（３８０２）２３３２

時間

対介護保険被保険者証の認定の有効
期間が４月30日㉁で、サービスの
継続を希望する方
申２月末に送付した申請書を持参
し、できるだけ３月中に区役所２階
介護保険課または区内の地域包括支
援センターへ
問介護保険課介護認定係
☎内線２４３３

◆編みもの de 友だちサロン
日４月３日〜24日の㈬ 時午後１
時30分〜３時30分 人各15人（当
日の先着順）
◆麦わらとクラフト紙 de 星飾り
日４月８日㈪ 時午後１時30分〜
３時30分 人15人（申込順）
￥700円
◆クレイジーキルト de タッセルポ
ーチ
日４月９日㈫ 時午前10時〜正午
人15人（申込順） ￥600円
◆一目刺し de 針山
日４月11日㈭ 時午後１時30分〜
３時30分 人15人（申込順）
￥300円
◆花暦 de フラワーアレンジ
日４月15日㈪ 時午前10時〜11時
30分 人24人（申込順） ￥1000
円
◆手作り de 夏帽子
日４月22日㈪ 時午後１時〜４時
人10人（申込順） ￥1300円
◆ベリーダンス de エコボディ
日４月26日㈮ 時午前10時〜11時
30分 人15人（申込順） ￥300円
……………………………………
所あらかわエコセンター
申３月22日㈮からＮＰＯ法人エコ
生活ひろめ隊へ
☎０７０（６５２１）７６５１
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

期日
︵期間︶

家・吉村昭唯一の句集「炎天」等の
資料展示
問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
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