広報あやせ●
広報あやせ● 2019.9.1
2019.9.1

広報あやせ●
広報あやせ● 2019.9.1
2019.9.1

文化や芸術にふれてみよう

あやせ文化芸術祭開催

問 同祭実行委員会事務局
（生涯学習課内）☎70・5670

部門

市展絵画の部
（成人）
市展書道の部
（成人)
市展書道の部
（子ども）
市展絵画の部
（子ども）
市民文化祭
伝統芸能部門

時

9/7（土）～ 9/11（水）
9:00～ 16:30
9/18（水) ～ 9/22（日）
9:00～ 16:30
10/2（水）～ 10/6（日）
9:00～ 16:30
10/16（水）～10/20（日）
9:00～ 16:30
10/5（土）
12:00～ 15:30

場

同祭の市展書道の部（子ども）、市展絵画の部（子ども）、
陶芸展（七宝展同時開催）、菊花展は引き続き出展者を募
集中です。ぜひ出展者としても参加してください。受付係
や会場設営などのボランティアも募集しています。詳しくは
広報あやせ7月15日号か市ホームページを見てください。
内容、体験コーナー、ギャラリートーク他

市役所
7階市民展示ホール

・筆ペンで年賀状を書いてみよう！
（土）
・10/6（日）
・水で書ける書道体験 時 10/5
13:00～ 15:00

オーエンス文化会館
大ホール

今年も深谷保育園・綾瀬いずみ保育園の園児たちが出演します。

・ギャラリートーク 審査員による出展作品などの解説を行います。
時 10/27
（日）13:00から
・電動ロクロ体験 時 10/26（土）
・10/27（日）10:00～12:00 定 各日5
陶芸展
10/26（土）～ 10/30（水）
人（各日9:30から予約受け付け。先着順）
（七宝展同時開催) 9:00～ 16:30
市役所
7階市民展示ホール ・七宝制作過程紹介コーナー 七宝作品が出来上がるまでの過程
を解説します。 時 10/26（土）13:00から
・見どころトーク 菊花の見どころ、育て方を解説します。 時 11/5
11/5（火）～ 11/9（土）
菊花展
（火）
・11/8
（金）10:00から40分程度
9:00～ 16:30
市民文化祭
オーエンス文化会館 ・みんなで歌おう！みんなで踊ろう！ 発表終了後に、観客も交え
（日）
た全体合唱やダンスを行います。 時 11/10
舞台部門
・11/10
（日） 大ホール
11/9（土）

市民文化祭
展示部門

10:00～ 16:00

市民文化祭
写真部門

11/14（木）～11/18（月） 市役所
9:00～ 16:30
7階市民展示ホール

市民文化祭
音楽部門
市民文化祭
華道部門
芸術展

14
14

オーエンス文化会館
小ホール

・お茶席（なくなり次第終了）

・花をきれいに撮る体験教室 撮影した写真はその場で印刷し、額
装して会場に展示します。 時 11/15（金）～17（日）10:00～15:00 定
各日15人程度（先着順）持 カメラ（携帯電話・スマートフォン不可）
・出演者によるワンポイントレッスン
オーエンス文化会館
11/17（日）
・みんなで歌おう！ 当日発表終了後に、観客も交えた全体合唱を
大ホール
10:00～ 16:30
行います
・生け花デモンストレーション 時 11/23
（土・祝）
13:00から30分程度
・11/24（日）
11/23（土・祝）
・子ども生け花体験教室 9:30から随時受け付け。 定 各日15人
9:30～ 16:30
（先着順）
市役所
綾瀬市にゆかりがあり、国内外で活躍している方々の作品を一堂
階市民展示ホール
7
11/28（木）～ 12/2（月）
に集めた展覧会です。期間中随時、出展者に作品の解説を聞くこ
9:00～ 16:30
とができます。

介護の知識や技術の基礎を習得し、老人ホームやデ
イサービスなど介護事業所への就業を目指します。
講習会では、介護保険制度に関する知識、車いすや
食事の介護に関する実習など、幅広く学ぶことができ
ます。
修了後には、アクティブ・シニア応援窓口のキャリア
カウンセラーが、履歴書の添削や面接指導、求人企業
の紹介など、企業への就業を支援します。
時 10月21日
（月）
・23日（水）～25日（金）9時30分～16

時 30 分（ 全 4
回）場 市役所
313会議室 対
市内在住の
60歳以上で、次の項目全てに該当する方①働く意欲が
ある②修了後、すぐに求職活動を行うことができる③全
日程を受講できる定 20人（申込順）申 9月2日～30日に高
齢介護課☎70・5616か直接
問 同課

働く意欲のある60歳以上の
アクティブ・シニア 方と経験豊富なシニア人材を
求める企業との橋渡しや、地
応援窓口とは
域活動などをキャリアカウンセ
ラーと一緒に探す窓口です。
独自に開拓したボランティ
アや地域活動、趣味サークル
などの情報や、シニアを積極
的に採 用 する企 業 の 求 人 情
報が多数あります。 仕事を探
している方も人材を雇用したい方も気軽に相談してく
ださい。
時 月～金曜日
（祝日・振り替え休日を除く）
9時～12時・
13時～17時 場 市役所1階 対 市内在住で60歳以上の方な
（予約優先）
ど申 同窓口☎70･5633
■支援の主な流れ
①事前予約：就労支援を希望の方は、事前に電話で予約
してください。相談日時を調整し、予約を確定します

②登録：相談の予約をした日時に同窓口に来てくださ
い。同カウンセラーが対応します。支援を受けるために
は、ハローワーク大和への求人登録が必要です。登録が
ない場合は、市役所1階のジョブスポットあやせで登録し
てください
③支援開始：希望を聞き、履歴書作成などの個別支援を
行います
④求人開拓：希望に基づき、求人開拓員が、主に市内の
企業の求人を開拓します
⑤マッチング支援：同開拓員が収集した求人情報を提供し
ます。就職を希望する企業があった場合は、同カウンセ
ラーが面接の日時などを調整します
⑥面接に向けた個別支援：面接指導などの個別支援を行
います
⑦書類選考・面接：企業が面接などを行います
⑧採用内定：内定が出た場合、雇用条件などの詳細を確
認してください
⑨就職：内定が出た企業と雇用契約を結びます

あやせのものづくりを支える
多様な人材から

ものづくり再発見

ＨＯＴ＆ほっと

同祭では、中学生以下の方を対象にスタンプラリーを
実施します。
各部門の展示や発表の鑑賞後、同祭受付で配布する
リーフレットにスタンプを押してもらってください。 4種
類集めるごとに、わんぱくシールを1枚配布します。

同祭への出展者・ボランティア募集

介護補助スタッフ養成講習会

情報プラザ

スタンプラリーでわんぱくシール

高齢者スキルアップ支援事業

健康アイ

市民の皆さんの日々の文化芸術活動の成果を発表し、優
れた文化・芸術と接することができる「あやせ文化芸術祭」
を開催します。各部門の開催日時などは表のとおりです。
来場者に、より身近に文化・芸術を感じてもらうため、
さまざまな参加者体験コーナーやギャラリートークなどを
各部門に設けています。
芸術の秋、豊かな感性で生み出された作品や発表を見て、
文化や芸術にふれてみませんか。

イベント＆ニュース

あ や せ の こ と 、 何 で も 知 り た い …

仕事と家庭と好きなこと

日本各地の工場の防音
施設を手掛ける曙工業（株）
。同社の工場で汗を流す葛西さ
んは、家では3人の子どものお母さん。
大工の夫に触発され、幼い頃の工作好きが再燃。子育て
が一段落し、近所のものづくり企業へ就職した。
最初は事務職として勤務を始めたが、ものづくりへの熱
意から会社に掛け合い、技術職として工場に配属された。
鉄板の切断や仕上げ塗装、工場の整理整頓も積極的に行
う。昼休みは自宅に帰り、家族の夕食の下ごしらえ。時々、
学校帰りに工場を訪れる娘に、自身の作品を自慢することも。
趣味は家庭菜園や自前のネイル、そして何より日曜大工
だ。工場の工具箱をリメークし、ソーシャルネットワークサー
か さい

ビス
（SNS）に投稿することも。リメーク
作品の評判は上々だ。
「大きな職場だと、シフトに自由
が利かなかったり、ネイルが
禁止だったりと不自由で、好
きなことを仕事として生かせ
ないことがあるが、ものづくり
の中小企業だからこそ、仕事と家庭と好きなことが両立で
きる。これからも新しい技術を学んで、公私共に充実させ
ていきたい」と葛西さん。自分の“好き”
を追求し、家庭と
ものづくり企業で活躍するお母さん、次の作品が楽しみだ。
問 工業振興企業誘致課☎70･5661
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