平成31年
（2019年）
4月11日

お知らせ
男女共同参画情報紙
「MOVE」46号を発行
▶配布場所：区内各駅の広報スタン
ド、区民事務所
（練馬を除く）
、地区
区民館、図書館、男女共同参画セン
ターえーる、人権・男女共同参画課
（区役所東庁舎5階）
など▶問合せ：人
権・男女共同参画課☎5984-4518

練馬区子ども・子育て会議
の委員を募集
区の子ども施策の推進にあたって
子育てをしている方などの意見を反
映するため
「練馬区子ども・子育て会
議」
を設置しています。今回、区民委
員を募集します。会議は平日の夜間
に年4回程度開催します。 ※謝礼
あり。 ※保育あり。▶対象：区内在
住で、①～⑤のいずれかに当てはま
るお子さんの保護者
（国や地方公共
団体の議員と常勤の公務員を除く）
①幼稚園に通っている②保育施設に
通っている
（3歳以上）③保育施設に
通っている
（3歳未満）
④在宅
（幼稚園
や保育施設に通っていない）で未就
学⑤小学校に通っている▶任期：7月
から2年間▶募集人数：5名
（選考）
▶
申込：こども施策企画課
（区役所本庁
舎11階）や区ホームページにある申
込書と
「少子化が進行していく中で、
練馬区の子どもたちの未来のために
区がすべきことと地域や家庭ができ
ること」
をテーマにした作文
（800字
程度）
を、5月7日
（必着）
までに持参
または郵送、電子メールでこども施
策企画課☎5984-1306

環境・リサイクル
区民の皆さまの清掃活動を
支援します

円に改定されました。納付書が届い
ていない方は、ご連絡ください。4
月分からの1年または6カ月前納を希
望する方で、納付書が届いていない
方はご連絡ください。▶問合せ：練馬
年金事務所☎3904-5491

ボランティア

こども日本語教室サポーター講座
修了者には、日本語を母語としな
い小中学生に日本語を教えるボラン
ティアとして活動していただきま
す。▶日時：5月11日～7月13日の
毎土曜午後2時～4時【5月25日、6
月22日を除く。8日制】▶場所：区役
所東庁舎7階など▶講師：三重大学
講師／神山英子▶定員：20名（抽選）
▶教材費など：5,000円▶申込：往復
ハガキで①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④電話番号⑤応募の動機を、
4月19日（必着）までに〒176-8501
区役所内事業推進係☎5984-1523

働く
特別区（東京23区）
区立幼稚園の教員採用候補者

学校生活支援員
【非常勤職員】

青少年問題協議会の答申を受け、 ▶対象：次の①〜③のいずれかに当
子どもの健全育成に関する方針を策
てはまる方 ①教員免許を持ってい
定しました。方針の全文は、区内の
る②保育士・介護福祉士・心理士の
保育園や幼稚園、区立小中学校など
資格などを持っている③学校教育や
で保護者に配布するほか、区民事務
障害者施策などに関する知識・経験
所
（練馬を除く）
や図書館、青少年課
がある▶期間：5月20日㈪～来年3月
（区役所本庁舎11階）などで配布し （再任する場合あり）
▶日時：午前8時
ます。 ※区ホームページでもご覧
15分〜午後5時の間の6時間または
になれます。▶問合せ：青少年係☎
7時間
（月17日程度）▶場所：区立小
5984-4691
中学校▶内容：児童・生徒への学習
支援、日常生活上の介助など▶採用
国民年金
予定数：若干名
（書類選考・面接）▶
報酬：時給1,300円 ※交通費支給。
平成31年度の保険料納付書を送付
※社会保険あり。▶申込：教育指導
31年度は、保険料が月額1万6410
課
（区役所本庁舎12階）や区ホーム

休日急患診療所

日本語等指導講師【登録制】

▶対象：日本語教育能力検定合格者
または日本語教師養成講座420時間
事業者向け
修了者▶日時：1日2時間程度
（週1・
2回）
▶場所：区立小中学校▶内容：日
専門家による無料経営相談会
本語の習得が不十分な児童・生徒へ
区内の中小企業・団体・個人事業
の指導▶謝礼：1時間当たり2,000円
主や創業を考えている方を対象に、 ※交通費は支給しません。▶申込：
中小企業診断士や社会保険労務士、 教育指導課
（区役所本庁舎12階）や
税理士などの専門家が経営の相談に
区ホームページにある登録申請書
応じます。▶日時：5月11日㈯午前 （写真貼付）
と登録要件を確認できる
10時～午後5時の間の50分間▶場
証書などの写しを、教育指導課管理
所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶申
係☎5984-5746
込：電話で練馬ビジネスサポートセ
お休みします
ン ター☎6757-2020 ※同ホーム
ページ
（http://www.nerima-idc. 〈総合体育館競技場☎3995-2805〉
or.jp/bsc/）からも申し込めます。
…7月1日 ㈪ ～31日 ㈬【 空 調 設 備 工
事のため】

▶対象：幼稚園教諭普通免許を持ち
（来年4月1日㈬までに取得見込みも
環境美化活動団体として登録され
可）、昭和60年4月2日以降に生ま
た団体に、ごみ袋やほうきなどを年
れた方▶場所：東京23区（大田区・
1回提供しています。▶対象：区内
足立区を除く）▶一次選考：6月23日
在住・在勤
（在学）の方で構成され、 ㈰▶申込書の配布場所：教育指導課
年2回以上、道路や公園などの清掃 （区役所本庁舎12階）、特別区人事・
活動に取り組む団体▶申込：環境課
厚生事務組合教育委員会事務局人事
（ 区 役 所 本 庁 舎18階 ）や 区 ホ ー ム
企画課
（千代田区飯田橋3-5-1）▶申
ページにある申込用紙に記入の上、 込：郵 送 は5月7日（ 消 印 有 効 ）ま で
環境課まち美化推進係☎5984-4709
に、持参は5月7日㈫・8日㈬に本人
が直接、申込書を特別区人事・厚生
条例・計画など
事務組合教育委員会事務局人事企画
課☎5210-9751

平成31年度
青少年育成活動方針を策定

ページにある履歴書
（写真貼付）
と作
文を、４月19日
（必着）
までに教育指
導課管理係☎5984-5746

訂正します
3 月21日 号 2 面 に 掲 載 し た 記 事
の内容に誤りがありました。練馬区
の児童人口は11万人でした。おわ
びして訂正します。▶問合せ：練馬
子ども家庭支援センター☎39938155

子ども・教育 ❶
赤ちゃんと一緒に！産後マ
マのエクササイズ講座
▶対象：首のすわった0歳児と母親▶
日時：5月16日㈭午前10時～11時30
分▶場所：関保健相談所▶内容：講
義、運動実技▶講師：健康運動指導
士／河辺幸子▶定員：20組
（先着順）
▶申込：電話で同所☎3929-5381

小中学生の就学費用を援助
経済的に困っている家庭に小中学
校でかかる費用の一部を援助してい
ます。申請方法など詳しくは、学務
課（区役所本庁舎12階）や区ホーム

5

ページにある案内をご覧ください。
▶対象：区内在住で、区内外の国公
立小中学校に通学するお子さんの保
護者のうち、生活保護を受給してい
る方、または世帯の前年所得が基準
所得金額以下の方▶申請期限：4月
30日（消印有効）▶問合せ：学務課管
理係☎5984-5643

私立幼稚園の保育料・入園料を助成
▶対象：区内在住で、私立幼稚園に3
～5歳児を通園させている保護者 ※
入園料の助成は、今年4月1日以降に
入園させた保護者のみ。 ※保育料
の助成は、認定こども園の2号・3号
認定児は対象外。▶助成額：下表の通
り▶申込：①区内の幼稚園に通園させ
ている方…幼稚園がまとめて申請②
区外の幼稚園に通園させている方…
幼稚園にある申請書に記入の上、4月
25日㈭までに幼稚園係へ ※区外の
幼稚園にも①と同じ手続きの園があ
りますので、園に確認してください。
▶問合せ：幼稚園係☎5984-1347
保育料の
月額1万1200円
助成額
5万円
入園料の ※練馬こども園に通い、長時間
助成額
預かり保育を一定期間以上利
用する場合は6万円。

※就園奨励費の助成を受けている場合、助成
額が異なることがあります。
※幼児教育無償化により、10月以降制度が変
わる可能性があります。

5月の2歳6カ月児歯科健診
2歳10カ月ごろまで受けられま
す。担当地域の保健相談所で受けて
ください。▶持ち物：母子健康手帳、
歯ブラシ▶申込：当日会場へ
場所（保健相談所）・
問合せ
豊 玉☎3992-1188

受付日時
15㈬・29㈬
13：00～15：00

北 ☎3931-1347 17㈮9：00～11：00
光が丘☎5997-7722 7㈫9：00～11：00
石神井☎3996-0634

10㈮・24㈮
13：00～15：00

大 泉☎3921-0217 17㈮9：00～11：00
関 ☎3929-5381 27㈪9：00～11：00

自転車シミュレーターで
交通ルールを学ぼう！
自転車シミュレーターの特徴
⃝小学生から高齢者まで、利用者に応じたコースが選択できます
⃝実際の交通状況に近い市街地の走行体験ができます
⃝自転車クイズを通して、交通ルールやマナーを学ぶことができます
自転車シミュレーターの設置施設一覧
施設名

問合せ

安全対策係
☎5984-1309

小 児 科 練馬区夜間救急こどもクリニック
（区役所東庁舎2階）
☎3994-2238

（区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
内 科・ 練馬休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。 小 児 科 石神井休日急患診療所
（石神井庁舎地下1階）
☎3996-3404

電話番号

①大泉交通公園

3924-0996

②大泉学園町体育館

5905-1161

③上石神井体育館

5991-6601

④サンライフ練馬

3990-0185

⑤はつらつセンター豊玉

5912-6401

⑥石神井公園区民交流センター

5910-3451

⑦光が丘区民センター

5997-7718

※利用時間・方法など詳しくは、各施設へお問い
合わせください。
※②～⑦の施設には、9月30日㈪まで設置します。
その後は設置施設が変わる予定です。

▶受付時間：土曜午後6時～9時30分、日曜・祝休日午前10時～11時
30分、午後1時～4時30分、午後6時～9時30分

※練馬区夜間救急

こどもクリニックは平日午後8時～10時30分も対応しています。

