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節電も一段落 頑張って働こう！
第１５回いたばし産業見本市開催

『日々の勤労を尊び、
明日を支え合う社会を目指して』

入場無料

テーマ：いたばしの「ものづくり」で未来をひらく

【展

日時：平成 23 年 11 月 17 日（木）〜 19 日（土）
10 時〜 17 時（最終日は 16 時まで）
会場：板橋区立東板橋体育館（板橋区加賀一丁目１０番５号）
主催：いたばし産業見本市実行委員会

財団法人 板橋区中小企業振興公社

理事長

坂

本

健

産業のまちとしての歴史を持つ板橋区は、特に印刷業や精密機器の集積で知られ
ています。また、都の研究機関をはじめとして、医療・介護サービスの集積にも恵まれ、
次代を担う多くの若者が居住することから、日本だけでなく東アジア全体からみても、

示】

様々な可能性を秘めた将来性に富むまちと言えます。財団法人板橋区中小企業振興

特徴ある技術や実力を持つ区内製造業を中心に約１２０社・団体
が出展します。
■一般展示・企画展示

公社は、板橋区内中小企業の振興及び育成を図るため、主に勤労者福利共済事業、
各種相談、セミナー、優良企業表彰等を実施しております。
区内の景況は、先般発生した未曾有の大震災以降、直接的な震災被害だけでなく、

製造業を中心とした区内外の企業、中小企業の支援機関、教育・研
究機関等が出展します。また、震災関連コーナーにて区内企業の取り組
み等をご紹介します。

きな影響を受けました。個人消費が伸び悩む一方で輸出は増加しておりましたが、過

■特別展「次世代家電から見たものづくり」
●展示 技術サイクルの早い「家電製品」にスポットを当て、家電の

取り組まれる就労支援に関わる事業を特集いたしました。本号では主に、就労相談や

福島の原子力発電所事故に伴う電力不足や風評被害により、被災地以外の地域も大
去にない円高のため、その見通しも不透明です。
この状況を鑑みて、公社では「今こそ頑張って働こう
！」をテーマに、官民挙げて
支援制度、雇用創出企業を支援する制度、働きがいのある区内中小企業の認定表

歴史から内部構造、将来性などをご紹介します。
（協力：エレクトロラックスジャパン、東芝、パナソニック電工）

彰制度について、取り上げております。
折しも、11 月 23 日は、勤労を尊び、生産の豊かなことを祝い、国民が互いに感謝

●関連セミナー：テーマ「価値創造による感動商品づくり
講師：太田文夫氏
（感動開発研究所 代表

しあう勤労感謝の日です。価値ある生産は勤労を介して育まれ、支え合う社会の原資

〜成熟家電の創造と挑戦〜」

になります。雇用統計等は依然厳しい数字を示しておりますが、地域の皆さまに日々元
気で働いていただくためのご支援、また、新たな雇用機会を創出する区内企業の経

※元パナソニック（株）洗濯機事業部長）

営革新のご支援について、さまざまな主体と連携しつつ、公社も積極的に独自の役割
を担って参りたいと思います。

●「板橋製品技術大賞」受賞製品展示
今年度の受賞製品を初公開します。

【イベント】

●板橋製品技術大賞表彰式
●冬の省エネ・節電対策セミナー

11/17（木）10:00 〜10:40
11/17（木）13:30 〜14:30

【プレゼンテーション】

●ものづくり体験教室「第 3 回板橋ロボットコンテスト」
11/19（土）11：00 〜 12：00（競技・表彰式）

●「板橋製品技術大賞」受賞企業プレゼンテーション
表彰式後
11/17（木）10：50 〜 12：30
●出展企業プレゼンテーション
11/17（木）14：30 〜 16：30
11/18（金）14：30 〜 16：30

※参加者募集は締め切っておりますが、御自由に御覧いただけます。

●子どもものづくり体験「太陽光で走るソーラーカー作り！」
11/19（土）13：30 〜 15：30

ソーラーパネルの仕組みを学びながら、ものづくりの楽しさを体験できます。
材料・道具は会場に用意しています。
（対象：小学生 100 名 当日参加受付・無料）

震災復興支援特別イベント

来て 見て

東日本大震災復興支援

応援しよう！

買って 食べて
●平成２３年１１月２６日 土・２７日 日 2 日間
両日ともに １０：００〜１６：００
●会場：板橋区立ハイライフプラザ全館
板橋区板橋１−５５−１６

《問合せ》
いたばし産業見本市実行委員会事務局（板橋区産業活性化推進室内）
TEL03-3579-2191 FAX03-3579-9756
E-mail:sg-jigyo2@city.itabashi.tokyo.jp ※詳しくはホームページをご覧ください。
いたばし産業見本市公式ホームページ http://www.itabashi-iie.jp
いたばし産業見本市公式 Twitter http://twitter.com/itabashi̲iie

主催：板橋区・
（財）板橋区中小企業振興公社
協力：板橋いっぴん会・リゾートソリューション
（株）

（被災地物産展、NPO 災害支援募金活動、チャリティーバザー）
●お笑いマジックショー
●子ども縁日コーナー
●チンドン！あづまやパフォーマンス
●会員特別プレゼント
●ハッピー JAZZ タイム
●板橋のいっぴんフェア
●富くじ大会
●会場内ポイントラリー・チャリティーセール
●板橋江戸小紋実演（土）
●和菓子づくり体験教室（日）
お問い合わせは

財団法人 板橋区中小企業振興公社
〒173−0004 板橋区板橋一丁目 55 番 16 号

☎５３７５−８１０２

【２】

節電も一段落 頑張って働こう！
いたばし若者サポートステーション

ハローワーク 活用法

板橋区就労相談（キャリア・カウンセリング）事業

いたばし若者サポートステーションは、昨年６月末に厚
生労働省と板橋区産業経済部産業振興課から委託を受
け開設され、NPO 法人青少年自立援助センターが運
営にあたっています。
利用対象者は、働くことに様々な悩みを抱えている概
ね 16 歳〜 39 歳までの若者で、一日も早く就労に向
かえるよう、スタッフ相談やキャリアカウンセリング、
CMC（メンタルカウンセリング）
、就活に役立つ各種の
セミナー、また保護者相談も随時お受けしてます。ま
ずは保護者の方のご相談から、サポートステーションを
知っていただいて、その後ご本人が来所されるケース
も増えてきています。こうした様々なプログラムのご利
用は無料です。
サポートステーションへ来所される人には、事情があっ
て長い期間就労出来ずにいる人や自宅にひきこもりが
ちな人も多くいらっしゃって、そういった人に対しては、
まずはサポートステーションへ独りで来る習慣作りから
始め、徐々に慣れてきた段階で、ゆるめの作業体験を
お薦めしたりなど、利用者の方の状態に合わせたより
良い方向性を共に考え支援しています。
進路決定では、正社員やアルバイト、職業訓練へと、
進路決定先は様々ですが、進路決定に至る割合が高く、
ひとり一人へのサポートが功を奏しているものと思います。
セミナーは、利用者の方の声やニーズを考慮して毎月
違ったセミナー（職業講話や職場体験、就労に向けた様々
な意識啓発セミナー）を、少人数でのワークショップ形式
で行っています。８月からは女性限定のセミナーも取り
入れることにより、急激に女性利用者が増えてきました。
また年に三回、保護者の方向けの保護者セミナーも開
催しております。
今後も多くの皆様に、いたばし若者サポートステーショ
ンを知っていただき、地域に密着した、独自の良さを
出して日々邁進していきたいと考えています。何かござ
いましたらお気軽に、いたばし若者サポートステーショ
ンまでご連絡いただけたらと思います。宜しくお願いい
たします。

求人情報を中心に、ハローワークの利用方法に
ついてお知らせします。
Q ハローワークで仕事を探したいのですが、何
か持参するものはありますか？
ハローワークで求職申込用紙を記入しますの
で、特に必要なものはありません。ただし、当
日紹介・面接という場合もありますので、写真
を貼った履歴書をご用意ください。
Q ハローワークに行くときの服装は？
普段着でかまいませんが、当日面接もあります
ので、スーツをご用意いただけば無難です。
Q ハローワークで最初に何をしたらいいですか？
総合受付で、受付の職員に手続きや求人情報
の検索の旨を伝えてください。
Q どこのハローワークでも同じ求人が見られま
すか？
全国のハローワークはオンラインでつながって
いますので、どの地域のハローワークでも同じ
求人情報を見ることができます。

就労相談について
就職したいが何をしたら良いか分からない、適職がわから
ない、就職活動を続けているが受からないなど、実績豊
富な、プロのアドバイザーが、就職・再就職に関する悩
み全般にお答えします。
完全予約制で、個別にじっくり対応します。お気軽にご相
談ください。
（※秘密は厳守します ) 相談は無料です。
アドバイス内容
[ 応募段階支援 ] 仕事の見つけ方／採用者のチェックポ
イント／効果的な自己 PR の方法／履歴書・職務経歴書
の書き方／応募のマナー など
[ 面接支援段階 ] 好感度アップの秘訣／模擬面接／志望
動機の伝え方／採用担当者のチェックポイント など
よくある相談例
・フリーターだが正社員になりたい。どうすればよいか。
・学生であるが就職活動の準備をしたい。
・主婦で子育てが終わったので再就職したい。
・団塊の世代であるが、再就職について相談したい。
・仕事に就いていない子を持つ親であるが、子どもの就
職のことで相談したい など

※チラシは、ホームページからダウンロードすることができます。

ハローワーク池袋本庁舎
〒170-8409 豊島区東池袋 3-5-13
TEL.03-3987-8609 FAX.03-3982-5726
ハローワーク池袋サンシャイン庁舎
〒170-6026 豊島区東池袋３-１-１サンシャイン６０３F
雇用保険給付課 TEL.03-5958-8609 FAX.03-3987-5365
職業相談 TEL.03-5911-8609 FAX.03-3987-8622

事業案内
相談実施日 毎週火・木曜日（祝日・年末年始を除く）
相談時間１回５０分の予約制 （1）午後１時から （2）午
後２時から （3）午後３時から （4）午後４時から
場 所
板橋区情報処理センター 5 階 産業振興課内相談室（板
橋区板橋二丁目 65 番 6 号） 都営三田線「板橋区役
所前」駅徒歩 3 分、東武東上線「大山」徒歩 8 分
対 象 板橋区内に在住・在勤・在学の方
費 用 無料
予約・問合せ 相談を受けるにはあらかじめ予約が必要
です。・産業振興課産業支援係 電話番号 03-3579-2172
アドバイザー紹介
■男性アドバイザー 音と映像のハードとソフトに強い電
（約４０年）経験を生かしたカウンセリング。
機メーカーの人事
■女性アドバイザー 多くの公的機関・民間機関で大学
生から社会人まで幅広い年齢層に対してアドバイスを行っ
ています。
〔地図〕

〒173-0004 板橋区板橋 1-31-8 国府ビル 202
TEL:03-6915-5731 FAX:03-6915-5732
開所日 火曜日〜土曜日（左記曜日が祝祭日の場合はお休み）
開所時間 11：00 〜 19：00 ＊最終受付は 18:00 時です
※利用は全て予約制です。まずはお電話ください。

ハローワークプラザ成増
〒175-0094 板橋区成増３-１３-１ アリエス２階
TEL.03-5968-8609 FAX.03-5968-8606
ハローワーク インターネットサービス
https://www.hellowork.go.jp/index.html

公益社団法人板橋区シルバー人材センター

板橋区シルバー人材センターは、現在３,３００名以上の働く意欲のある、
６０歳以上の方が登録しています。生きがい就業であり、
「分かち合い
就業」が基本です。例えば一人１日８時間就業、月２０日で処理する仕
事を、２〜４人で分担して就業します。
依頼主さまからの仕事は、シルバー人材センターが責任をもって引き
受け契約（請負・委任契約）を結びます。ご依頼主と仕事をする会員
との間に雇用関係はありません。
●仕事の種類：一般事務、経理事務、受付事務、店頭などの自転車整理、
マンション・事務所等の清掃、屋内外軽作業、家事・育児援助サービス、
植木の手入れ、ふすまや障子の張替え、毛筆あて名書き 他
〔単発仕事、週 2〜３回程度の継続仕事 お引受けいたします。
〕
お問合わせ・仕事のご依頼は、お気軽にご連絡ください。
〒173-0004 板橋区板橋２丁目６５番地６号
板橋区情報処理センター２階
TEL：０３−３９６４−０８７１ / FAX：０３−３５７９−４９０７

【お問い合わせ】
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目６５番６号 情報処理
センター 産業経済部 産業振興課産業支援係
電話番号：03-3579-2172 FAX 番号：03-3579-9756

障がいをお持ちの方のために《ハート・ワーク》
板橋区障害者就労援助事業団（ハート・ワーク）は、板橋区に住む障
がいのある人が、職業に就き、社会参加できるように事業を行っていま
す。また、障がい者雇用をすすめる企業に、職務内容にあった方をご
紹介しております。
１２月には、区や公共職業安定所（ハローワーク）と連携し、障がい者
雇用促進のためにパネル展や職業相談会を実施いたしますので、関心
のある方は、是非お越しください。
日時：平成２３年１２月１３日（火）午前１０時〜午後４時
会場：板橋区立グリーンホール４F４０２号室
・障がいのある方の職業相談会
・障がい者雇用をお考えの事業者に対する相談会
・障がい者の方の働く姿等のパネル展示等
板橋区前野町 4−16−1 板橋区おとしより保健福祉センター 1 階
電
話
03−3968−9900
ファックス 03−3968−9966
mail:heart-work@deluxe.ocn.ne.jp

節電も一段落 頑張って働こう！
社労士杉山のワンポイントアドバイス
人材の採用・雇用維持等には、さまざまな公的補助金制度が設けられて
います。これらの制度をどのように有効活用するべきか、板橋区社会保
険労務士会の杉山先生にお伺いしました。
１．採用や能力開発、待遇改善で助成金を検討しましょう。
中小企業の人事労務では、採用や能力開発など、公的助成金の対象と
なるものが多くあります。特に以下の６点について実施するとき、助成金
の取得を検討されてはいかがでしょうか。
１．新たに雇用する
２．雇用を維持する（リストラしない、定年引き上げ）
３．能力開発
４．パートから正社員へ
５．仕事と家庭の両立
６．創業する

＆

中小企業退職金共済事業の案内

助 成 金には、実
施前の事前申請
が必要なものが
多 く、す で に 実
施した 後 からで
は申請できない
こともあるので、
注意が必要です。
行 動を起こす前
に、専 門 家 で あ
る社会保険労務
士に相 談してみ
てください。
３．無料の派遣相談制度を活用しましょう。

板橋区中小企業振興公社は、東京都社会保険労務士会板橋支部と連携
特に新たな雇用は、障がい者や高齢者、年長フリーターを採用する場合、 して、区内中小企業に社会保険労務士を無料で派遣しています。このよ
特定の事業分野で採用する場合などで、多くの優遇制度があります。
うな助成金の申請相談にも活用できますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。 問合せ先：
（財）板橋区中小企業振興公社
２．行動を起こす前に、申請が必要なことが多いので、注意！
☎ 03-3579-2175 FAX 03-3963-6441

ハイライフいたばし

加入のご案内

ヘルシーで美味しいタニタの社員食堂の日替わりメニュー

■申込み・問合せは

板橋区を代表する企業の１つである（株）タニタは「体脂肪計タニタの社員食
堂 -500kcal のまんぷく定食 -」
を 300 万部以上発行し、
社員食堂ブームのきっ
かけを作りました。
ちなみに、タニタの社員食堂のレシピがホームページで確認できること、御存
じでした？
タニタ：ベストウェイト健康講座、今週の健康レシピ
http://www.best-weight.ne.jp/recipe/index.html

ヘルシーで美味しいメニューが揃ってますよ！

ハイライフいたばし（板橋区勤労者福利共済制度）は、板橋区内の中
小企業で働くみなさんの福利厚生の向上を図り、企業の発展を応援す
る制度です。
■共済事業の内容
○福利厚生事業：健康施設（スパ、スポーツクラブ等）
・レジャー施設（と
しまえん、
東京ディズニーリゾート等）
・宿泊施設（全国約 4,100 カ所）
・
バスツアー・各種チケットなど、一般より格安で利用できます。
○給付事業：加入から１ヶ月を経過した方またはそのご家族に、お祝い
やご不幸があった時、祝金、見舞金、弔慰金（5,000〜１０万円）が
支給されます。
■加入方法など
○対象：区内の従業員３００人以下の中小企業（会社・工場・商店な
ど一人事業事務所含む）で働く従業員と事業主の方
○費用：加入金／１人２００円、納付金／１人月額５００円（３ヶ月ごとに
指定の口座から引き落とされます）
○申込：申込書一式に必要事項を記入の上、直接または郵送でお申し
込み下さい。
※ご希望の方にパンフレットと申込書一式をお送りします。
電話でお問合せください。
板橋区板橋１−55 ー 16（板橋区立ハイライフプラザ内）
ハ イライフ

☎５３７５−８１０２
詳しくはホームページを

（財）板橋区中小企業振興公社勤労者福利係 ご覧下さい。

ハイライフいたばし

検索

上板南口銀座商店街（地域連携型モデル商店街）
上板南口銀座商店街は、平成 24 年度「地域連携型モデル商店街」実施にむけ事業計画を策定中です。商店街が、町会や学校、企業等と連携し、
地域ニーズに対応した地域おこしやまちづくりに取り組み、商店街の価値を高め、商店街・地域の活性化を目指す事業です。この事業は、東京都と板
橋区の補助事業で、来年 5 月に東京都の審査を受け、正式にスタートします。商店街にある「子育て地蔵」をマスコットとして「まもりん坊」と命名し、
子育て支援を中心に、
「お子様からお年寄りまで、みんなにやさしい商店街」を目指していきます。
事業開始に先駆け、商店街にある飲食関連店舗が、東京家政大学と連携し、新メニューを作りました。近日中に、お披露目をします。

肉のマルサン

鶏の七味唐辛子焼き

上板橋 2−2−23

3932-2428

彩り野菜のジャージャー麺

上板橋 2−35−14

3935-1009

一力

たっぷり野菜の鶏肉味噌炒め

上板橋 2−31−1

3937-1033

おかずや

サバのミルクカレー煮

上板橋 2−31−14

5921-2971

中華ダイニング

鶏の七味唐辛子焼き

剋

彩り野菜のジャージャー麺

たっぷり野菜の鶏肉味噌炒め

サバのミルクカレー煮

【３】

【４】

節電も一段落 頑張って働こう！
板橋経営品質賞 認定委員会特別賞 有限会社 学力会
有限会社学力会は、中学高校の不登校や高校中退、通学する高校になじめない子を支援する、
ユニークな学習塾です。板橋経営品質賞の審査では、高校の再入学や転校に独自のノウハウを
持ち、関連団体と連携し、転入学で高い実績を挙げていることが評価されました。
小さな学習塾ですが、代表はこの業界で 20 年以上の経験を有し、中学生から社会人まで、
多くの人が、高卒資格を得るために学んでいます。途中で塾を辞める人は、ほとんどいないそ
うです。
「経営品質賞を通じて経営を学び、思いのある講師陣のチームワークで、生徒を指導・応援
することの重要性を知りました。安定した支援体制で、これからも不登校や高校中退で悩む子
を、サポートしていきたいです」
代表の杉浦さんは、熱く語っていました。

URL : http://www.gakuryokukai.jp
YouTubeURL : http://youtube.com/kousotsu15

有限会社 学力会
代表取締役：杉浦孝宣
住所：板橋区板橋 1-30-11 ファインビル１F
Tel : 03-3961-7511

板橋経営品質賞応募企業募集
私たちは、いい会社を、着実に成長を続ける会社だと考えます。
主力商品が変わっても、リーダーが交代しても、お客様に支持
され、成長する会社。それを、私たちは「経営品質の高い会社」
と呼びます。そして、御社の経営品質を第三者の視点から審査
する事業が「板橋経営品質賞」です。
【審査方法】御提出いただく報告書及び企業訪問に基づき、経営
活動を８分野 20 項目で審査。顧客満足、独自能力、社員重視、
社会貢献を評価軸とし、
合計 1,000 点満点の絶対評価を行ない、
20 項目について、強みや改善点を記した評価レポートをお渡しし
ます。優秀な評価を獲得された場合、大賞や奨励賞が、板橋
区長より贈呈されます。
【お申込み資格】板橋区内に本社を置く中小企業、公益法人（優
遇価格になります）、東京都に本社を置く中小企業、公益法人
【審査費用】
（板橋区内企業、法人は半額になります）
正社員 １〜２９名 ￥１０００
, ００−
正社員 ３０〜９９名 ￥２０００
, ００−
正社員１００名以上 ￥３０００
, ００−
※都内近郊以外に訪問審査をする場合、交通費を別途ご負担
いただきます。
【お申込み時期】平成２３年９月１４日
（水）〜平成２３年１２月２８日
（水）
【審査期間】平成２３年１１月上旬から平成２４年２月上旬の範囲で、
御希望に応じ日程を調整いたします。
【応募方法】電話・FAX または E-mail で応募の旨をお伝えくださ
い。追って、応募書類をお送りし、審査日の打ち合わせ等をさ
せていただきます。
財団法人板橋区中小企業振興公社
〒173-8501 東京都板橋区板橋２−６５−６
TEL：03-3579-2175
FAX：03-3963-6441
Mail：ispc@itabashi.or.jp

いたばし働きがいのある会社賞 大和合金株式会社

いたばし働きがいのある会社賞 株式会社エム・エー・ティ

大和合金株式会社は、特殊銅合金製造一筋の、板橋区を代表する
ものづくり企業の一つです。賞の審査では、最先端の開発企業であ
ることが社員の誇りにつながっていることと、
「会社は人間教育の
場、社員は家族」という経営の実践が、高く評価されました。製造
業では、高度な技術を身につけるために、大変な努力が必要ですが、
離職する人も少なく、社員の皆さんは、働きがいと希望を胸に、日々
の仕事に邁進されています。

株式会社エム・エー・ティは、半導体の生産等で必要な研磨装置
の製造販売をしています。賞の審査では、
「大人の会社」を目指し
社員の自主・自律を尊重していること、上司や先輩に相談しやすい
雰囲気があり、トラブルや困難時には、縦と横でお互いにフォロー
していることが、高く評価されました。自由な社風を慕って定着す
る社員も多く、技術者集団の自負を胸に、これからの更なる発展が
期待できます。

大和合金株式会社
代表取締役社長：萩野茂雄
住所：板橋区前野町 2-46-2
Tel : 03-3960-8431

株式会社エム・エー・ティ
代表取締役：中原 司
住所：板橋区蓮根３-22-7
Tel : 03-5914-6355

URL:http://www.yamatogokin.co.jp/

いたばし働きがいのある会社賞応募企業募集
いたばし働きがいのある会社賞とは、
・働く人が元気でやる気に溢れていること
・経営者に、人を育てる意欲があること
・人財を活かして、その能力を発揮させていること
以上の３つが、企業の業績にも、働く人にも、地域にも重要と考え、顕彰する事業です。
《審査方法》
ES（従業員満足度）調査票、経営者調査票、各種提出資料及び審査訪問に基づき、
①働きがい、
②人材育成、
③安心して働く仕組み、の３点を評価軸として審査。それぞれ
の分野で専門家が評価を行ない、優秀な評価を獲得された場合、
「いたばし働きがいの
ある会社賞」が板橋区長より贈呈されます。
※応募いただいた全ての企業に、専門家から、モチベーションアップ、人材育成、人事・
労務面での改善提案レポートをお渡しします。

いたばし産業元気塾
「税理士が教える中小企業経営の勘どころシリーズ」
中小企業の資金繰りから自社の経営状況の把握、適切な経費の使い方、経営承継まで、
経営者・経理担当者が、
ぜひ押さえておきたいポイントをいっしょに考え、
学んでいきます。
開催日時・内容（詳しくは、当公社 HP をご覧ください。
）
第1回
平成 23 年 12 月 7 日（水） 午後 7 時〜 9 時
「融資を受ける際に気をつけたい決算書の見せ方・説明のしかた」
第2回
平成 23 年 12 月 8 日（木） 午後 7 時〜 9 時
「資金繰り、これが大事！〜資金繰り予定表を作ってみよう〜」
第3回
平成 23 年 12 月 14 日（水） 午後 7 時〜 9 時
「The 経費！〜大切なことをムダだと思っていませんか〜」
第4回
平成 23 年 12 月 15 日（木） 午後 7 時〜 9 時
「事例から学ぶ、経営承継のコツ〜会社の未来を考えよう〜」

URL:http://www.j-mat.co.jp/index.html
《お申込み資格》 板橋区内に本社を置く中小企業、公益法人
《審査費用》 正社員 １〜２９名
￥１０，０００−
正社員３０〜９９名
￥３０，０００−
正社員１００名以上
￥５０，０００−
※都内近郊以外に訪問審査をする場合、交通費を別途ご負担いただきます。
《お申込み時期》 平成２３年９月１４日（水）〜平成２３年１２月２８日（水）
《審査期間》 平成２３年１１月上旬から平成２４年２月上旬の範囲で、御希望に応じ日程
を調整いたします。
《応募方法》 電話・FAX または E-mail で応募の旨をお伝えください。
追って、応募書類をお送りし、審査日の打ち合わせ等をさせていただきます。
財団法人板橋区中小企業振興公社 〒173-8501 東京都板橋区板橋２−６５−６
TEL：03-3579-2175
FAX：03-3963-6441
Mail：ispc@itabashi.or.jp

■会 場

板橋区立グリーンホール 503 会議室 （板橋区栄町 36−1)
東武東上線 大山駅下車徒歩 3 分
都営地下鉄三田線 板橋区役所前駅下車徒歩 7 分
■定 員
20 名 ( 申し込み順）
■参加費
各回 1 人 1,000 円
■講 師
TKC 城北東京会板橋支部 税理士 : 佐藤 賀一・蜂谷 祐一郎
■申し込み方法
電話、Fax または E メールで、[1] 参加講座名 [2] 企業名 [3] 事業所所在地 [4] 業種 [5] 電話番号 [6]
受講者氏名を明記のうえ、下記申し込み先までお申し込みください。
※○月○日（○）午前 9 時より

■お問合わせ・お申込み先
財団法人板橋区中小企業振興公社
http://www.itabashi-kohsha.com/
〒173-0004 東京都板橋区板橋 2 丁目 65-6
TEL:03(3579)2175 FAX:03(3963)6441 E-mail ispc@itabashi.or.jp

