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香港でのテストマ ー ケティング（試験販売）の様子

区内事業者の様々な挑戦、応援しています
足立区では現在、海外での販路拡大に挑戦する事業者を支援しています。

去年秋には、 香港とシンガポールの2地域において、 区内で製造されたお

菓子やだるま、 鞄などを試験的に販売し、 現地消費者の方々からたくさん

のご意見をいただくことができました。 ここで得られた知見を今後の活動

に生かしていく予定です。

素晴らしい技術や商品、 活動を、 区民の皆さまをはじめ多くの方々に届

けたい、 そんな区内事業者の思いを、 足立区では様々な事業を通じて応援

しています。

足立区 産業経済部 産業政策課合3880-5464

I 足立区 海外販路 II口：· 園3880-5605

「トキメキ」に掲載のイベントなどは、新型コロナウイ
ルスの感染状況に伴い中止または延期する場合があ
ります。また「トキメキ」に掲載されている一部の写真
は撮影のためマスクをはすしているものもあります。
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公社ニュ ー ス トキメキ
発行公益財団法人 足立区勤労福祉サ ー ビスセンタ ー

編集 「公社ニュ ース トキメキ」編集室 〒120-0036足立区千住仲町40-2シティ•クレドール101号室
ff5244-7316園5244-7328 Btokirnek1@a-tok1rneki.net 

配布足立区シルバ一人材センタ ー H5856·6866 lfill5856·6533 
※「公社ニュ ース トキメキ」は、足立区シルバ一人材センタ ー により区内全世帯に配布されています。
※個人情報の取リ扱いについて、 「トキメキJに掲載されている講座・イベントなどにお申し込みいただいた
方の陸人情報は、 事業の実施に必要な範囲で利用します。

器器芯醤fGOALS
私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を
支援しています
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全學寺 舎人木花葬苑
=f121- 0832 足立区古千谷本町2-22-20

国03-6803-1152
みんなの全學寺プロジェクト ．
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tili1='疇i閥且I 一般広告に関するお問い合わせ・申し込みは、 「公社ニュ ーストキメキ」編集室までどうぞ。 云5244-7316 園5244-7328
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＇まち歩き番組を配信～東試鉄道西覇井編～
まち歩き番組を配信P

（一財）足立区観光交流協会は、

コロナ禍で観光や遠出がしづらい
状況が続く中、自宅にいながら家
族や友達などとともに楽しめるま
ち歩き番組を配信していますP
◆第2弾は西新井地域の鉄道に関
連する観光資源を配信

第1弾「東武鉄道～千住編～」に
続き、今回も東武鉄道株式会社様
のご協力のもと、第2弾として梅
島駅から出発し束武鉄道の線路跡
をたどりながら西新井地域の魅力
あるスポットを紹介していますP
視聴方法協会公式のYouTube
またはlnstagram

梅島駅
．�

線路跡石碑(I日日光街道沿い）
． 

亀田トレインロード•r 
亀田トレイン公園

．� 

西新井駅構内．� 
大師前駅構内・駅付近

襲lnstagram 

亀田トレイン公圃の「庫輪のオブ
ン」の意昧と

亀田トレイン公園

唸公鑓社國9董人屋立区:J lllli-人,"e項—（足立区

I翌竺聾、9塁こな仕事にチャレンジ！
何事においても、 新しいことを

始めるには不安がつきもの。まし
てや経験のない仕事となると、 で
きるかどうか心配。

でも安心してください！シル
バー人材センタ ーの会員は、 ほと
んどの方が入会後に仕事を覚えた
「未経験者」ばかりです。シルバー

シルバー Eヨ圃https://www.sjc.ne.jp/adsc/ ff5856-6866|目
f
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人材センタ ーでは初めての仕事で
も経験者や前任者がしっかり手ほ
どきを行い 、 技能が必要な仕事も
定期的に研修会を開いてサポー ト
します。
今回 、 初めて広場（プチテラス）

の清掃を引き継いだ米田昇三さん
も、 前任者の山本幸子さんから作

業方法と手順をしっかり学び、 安
心して作業が始められたそうで
す。経験で学んだコッも教えても
らい、従事者が交代しても 、 変わ
らない仕上がりを目指します。
今年はシルバ一人材センタ ーで

新たな自分を見つけてみませんか。
受付時間平日 午前9時～午後
5時

申し込み・問い合わせ
公益社団法人 足立区シルバ一人
材センタ ー （西保木間1-8-2)

山本さん（右）から清掃のコ
ツを教わる米田さん

ff5856-6866 
Badsc@vega.ocn.ne.jp 

＇第75回足立区民体育大会
►軟式野球競技
日時4月3日（日）、10日（日）、17
日（日）、 248（日）場所西新井
橋緑地野球場ほか対象・定員
在住・在勤の18歳以上(16歳以
上勤労青少年含む）で編成され9
名以上の選手登録ができ る60
チー ム 参加費 1チー ム8,000
円申込期間3月7日（月）～10
日（木） 申込・問合所定の申
込用紙に参加費を添えて事務局へ
持参（午後7時以降）。梅田6-20-5
合3852-8551

＇都民体育大会足立区予選会
►弓道競技
日時3月13日（日）午前9時30分

全公益訂団法人足立区体育協会t足立区体育協会 l検索) ft3880-59 l 6

場所千住スポー ツ公園対象・
定員 16歳以上の在住・在勤お
よび連盟登録者の40人参加費
1人500円 締切3月4日（金）

申込・問合電話またはFAX。担
当・若井 〇園3848-4567
►バドミントン競技
日時3月27日（日）午前9時

場所総合スポーッセンタ ー

種別 一般ダブルス男・女1~4
部対象在住・在勤および協会
登録者参加費1組2,600円

締切3月6日（日）
申込・問合HP参照のうえメー

ル。担当•宮本圃https://ada
ch ibadokyo.jimdofree.com/
0]michio@rever.ne.jp 
►ソフトボール競技
日時4月3日（日 、 10日（日）、

1 7日（日）、24日（日）場所 千
住新橋野球場

対象・定員在住・在勤の18歳
以上の男女で編成された30チー

ム参加費1チー ム8,000円
締切3月10日（木） 申込・問合

電話またはFAX。事務局・鈴木
合園3896-3613

►ライフル射撃競技
日時3月13日（日） 場所総
合スポーッセンタ 一 種別ARS
60 1 Om 、 ARP60 1 Om 、 AP60
1 Om 、 HR40 1 Om 対象・定員
在住・在勤の競技用4.5mm銃を所
持している8人参加費1種目
500円締切当日まで受付

申込・問合電話、 FAXまたは
メールで申込み。担当・武田 。

犀860-7159
B]ceh6731 O@hkg.odn.ne.jp 

＇ジュニアスポー ツ大会
►軟式野球競技
日時4月10日（日） ～7月24日
（日） 場所谷中野球場ほか
種別男女学童（小学生）、 男女少
年（中学生）対象・定員在住・
在学の学童・少年 、 68チー ム
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小さな春を見つけに、荒川河川
敷を歩いてみませんか？暖かな日
差しの中、 日頃のストレス解消や
新しい気づきがあるかも …

例年3月開催の「リバーサイド
ウオ ーキング」は 、 新型コロナ感
染拡大の影響により2年連続の中
止を余儀なくされてしまいました。

健康維持やスポー ツの必要性を
考え、感染防止策を取り入れ、色々
な面でやり方を見直した上で準備
を進めております。
日時3月27日（日）午前9時30分
コ ース 荒川河川敷扇大橋～鹿浜
橋を渡りスタ ー ト地点まで戻る約
8km 
※新型コロナ感染拡大の状況によ
り中止する場合があります。詳細
についてはトキメキ3月号に掲載
します。
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あだち匿●センタ ーのこ累1屠を！
産業情報室（図書·常設展示室）があります。創業を目指す方や中小企業者を応援する区の施設です。

•♦産業情報室
ヒジネス関連の図書や新聞・雑誌の閲覧、貸出のほか、インタ ーネットデー タサ ー

ピスで産業情報などの検索が可能。各種専門相談員による経営相談、無線LANサ ー

ピス、商談スペ ース、ピジネススペ ー スの利用が可能（利用方法·予約等の詳細につ
いては、 下記へお問い合わせください）。

◆常設展示室
「足立のものづくり製品」をテー マに足立区を代表するような製品を多数展示しています。

ip. [ ] i 1 『
［開館時間］午前9時～午後9時
年末年始を捻<liiB（置騎休態あり）

コロナウイルス心と状兄により舅鱚
駐可が広更になる場合があります

鴫ふるさと足立で 買おう 食べよう 頼もう


