
【掲載内容について】　講座・大会などは、原則として区内在住・在勤（在学）の方が対象で、発行日（施設が休館
の場合はその翌日）以降に申し込みができます。　※申し込みは、１人１通に限ります。　※参加費など記載の
ないものは無料です。　※区役所へ郵送する場合の宛先は、郵便番号（〒176-8501）と部署名のみで届きます。

「ねりま区報」は、朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に
折り込んでいます。また、駅・金融機関・郵便局・公衆浴場・ファミリー
マート・セブン - イレブン・西友や区立施設にも置いています。
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投票できる方
　今回の選挙で投票できるのは、次の2つの条件を満たしている方です。
①出生日が平成14年7月6日以前である
②令和2年3月17日までに練馬区に転入の届け出をし、投票する日まで引
き続き区内に住んでいる
※3月18日以降に転入の届け出をした方は、前住所地が東京都内で選挙人
名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。
※3月5日以降に東京都内の他区市町村に転出した方で、新住所地の選挙
人名簿に登録されていない方は、練馬区で投票できる場合があります。

「選挙のお知らせ」を発送します
　「選挙のお知らせ」を世帯ごとに封書で発送します。投票所へお越しの際
は氏名・投票所を確認の上、ご自分の「選挙のお知らせ」をお持ちください。
※「選挙のお知らせ」が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿
に登録されていれば投票できます。投票所で申し出てください。

「選挙公報」をお届けします
　6月23日㈫ごろから各世帯に順次お届けするほか、区立施設や駅、郵便
局で配布します。

東京都知事選挙
7月5日日 午前7時～午後8時

二次元バーコード

選挙管理委員会事務局（区役所本庁舎16階）
☎5984-1399 FAX 5984-1226

問合せ

告示日 ６月18日㈭

期日前投票
　投票日に仕事などで投票に行けない方は、期日前投票ができます。
住所にかかわらず、どの期日前投票所でも投票できます（下表参照）。
ご自分の「選挙のお知らせ」の裏面に必要事項を記入の上、お持ちくだ
さい。　※平日のお昼前後と土・日曜が混み合いますので、空いてい
る時間帯にお越しください。

期日前投票所 所在地 日時

区役所本庁舎1階アトリウム 豊玉北6-12-1　 6/19㈮～7/4㈯
8:30～20:00

石神井庁舎5階 石神井町3-30-26

6/27㈯～7/4㈯
8:30～20:00

光が丘区民センター2階 光が丘2-9-6

関区民センター2階 関町北1-7-2

勤労福祉会館1階 東大泉5-40-36

平和台体育館2階 平和台2-12-5

大泉学園町体育館地下1階 大泉学園町5-14-24

※身
から だ
体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。

・投票所の換気を行います。
・来場者用アルコール消毒液を設置します。
・投票記載台と鉛筆を消毒液で拭き上げ
ます。

・通常よりも投票記載台の間隔を空けて
設置します。
・受付に飛

ひ ま つ

沫感染防止のための透明シー
トを設置します。

※鉛筆やシャープペンシルを持参し、投票用紙に記入することができます。

時間帯別投票者数
（昨年7月参議院議員選挙）

有権者の皆さまへのお願い
・咳

せき

エチケット、来場前後の手洗いにご協力ください。
・周りの方との距離を保つようにお願いします。

投票所では新型コロナウイルス感染防止対策を実施します

7月5日㈰午後8時40分から
光が丘体育館で開票

●当日は投票率・開票状況を区ホームページでご覧になれます。
●当日は光が丘体育館☎5383-6611を休館します。
　（6日㈪は開館。競技場は午後2時30分まで利用できません）

不在者投票や
障害のある方への
支援を2面で紹介

投票者数（人） 参考

2万

1万

0

3万

4万

5万

7～9 9～11 11～13 13～15 15～17 17～19 19～20

6/2に東京アラートが
発動されました

引き続き、新型コロナウ
イルス感染拡大防止に
ご協力をお願いします

お昼前後が混み合います

時間
（時）



℡起業家募集！ －街頭相談会随時開催中－
新規開業者の過半数が入会

　開業コスト削減出来ます 全日本不動産協会
公益社団法人 東京都本部練馬支部

03-3261-1010
広告

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。　※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。広告

寄附行為の禁止
　政治家が有権者に対して寄附をすることや有権者が政治家に対し寄
附を求めたりすることなどは公職選挙法で禁止されています。ルール
を守って明るい選挙を実現しましょう。

郵便等投票
　下表に当てはまり、自書できる方は郵便等で投票できます。また、
下表に当てはまり上肢または視覚の障害の程度が1級の方は、代理記載
人に投票の記載をさせ、郵便等で投票できます。いずれも事前に選挙
管理委員会への申請が必要です。登録後、投票用紙の請求は7月1日㈬
午後5時まで受け付けます。

区分 等級

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・移動機能 １級または２級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 １級または３級
免疫・肝臓 １級～３級

介護保険被保険者証 要介護５
※戦傷病者手帳をお持ちで、一定の要件に当てはまる方も郵便等投票ができます。

点字投票・代理投票
　目や手が不自由など、ご自分で字を書くことができない方は、「点字
投票」や係員の代筆による「代理投票」ができます。投票所で申し出てく
ださい。不在者投票

● 仕事などで練馬区外に滞在する方は、事前に投票用紙を請求すると、
滞在先の選挙管理委員会で投票できます。投票用紙の送付などに日数
がかかるので、早めに手続きをしてください。なお、不在者投票ので
きる日時・場所など詳しくは、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い
合わせください。

●入院中（入所中）の病院や介護老人保健施設、老人ホームなどが不在者
投票の指定施設となっている場合は、施設内で投票できます。詳しく
は、各施設または選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票所への移動に関する支援
　障害のある方や介護が必要な方は、投票所への移動に関して支援を
受けられる場合があるので、事前にお問い合わせください。

問
合
せ

身体障害・難病等・知的障害のある方…管轄の総合福祉事務所へ
精神障害のある方…………………………管轄の保健相談所へ
介護保険サービスを利用している方……担当のケアマネジャーへ
介護予防・日常生活支援総合事業を利用している方
　…地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーへ

二次元バーコード

最新の情報は
区ホームページをご覧ください

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、1人につき10
万円の「特別定額給付金」を支給します。区は、5月15日から順次
申請書を送付し、申請を受け付けています。詳しくは、お問い合
わせいただくか、申請書をご覧ください。

振り込み先の口座がないなど特段の事情のある方は、練馬区特別定額給付金コールセンターにお問い合わせください。

特別定額給付金に関する相談窓口

●練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041（午前9時～午後7時）
●総務省コールセンター☎0120-260-020（午前9時～午後8時）

特別定額給付金の
申請を受け付けています

8/14金
〈消印有効〉まで！

申請期間 8月14日金〈消印有効〉まで

1人10万円（1回限り）給付額

給付対象者 4月27日現在、練馬区に住民登録のある方 受給権者 世帯主
※世帯主が代表してご家族の分を申請してください。

申請方法　 郵送 またはオンライン申請

受取方法 世帯主が指定する金融機関口座に振り込み
※ご家族の分もまとめて振り込まれます。
※ 現在、多くの申請をいただいているため、給付
まで日数がかかります。

※後日、支給決定の通知をハガキでお送りします。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「ぴったりサー
ビス」からオンライン申請ができます。　※パソコン・スマートフォンな
どの機器が必要です。スマートフォンの場合は、機種により利用できな
いものがあります。詳しくは、マイナポータルをご覧ください。 二次元バーコード

1面 選挙のつづき

〈ご注意ください〉
　マイナンバーカードの暗証番号が分からな
い場合は、区民事務所で暗証番号の再登録が
必要になり、申請に時間がかかります。

令和2年（2020年）6月11日  2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期・中止する場合があります。
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広告

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。　※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。広告

令和2年度の納入通知書を
６月18日木に発送

国民健康保険
のお知らせ

　システムメンテナンスのため、ホームページの閲覧はできますが、問
い合わせメールの送信や検索などの機能が利用できなくなります。
▶問合せ：広聴広報課庶務係☎5984-2694

区ホームページの機能を
一部停止します

6/20土
0：00～8：00 

コンビニ交付サービスと
証明書発行機を休止します

　システムメンテナンスのため利用できません。
▶問合せ：戸籍住民課庶務係☎5984-2791

6/25木
6：30～13：00 

　新型コロナウイルス感染症の影響で固定資産税・都市計画税の納付
が困難なときは、猶予できる場合があります。詳しくは、東京都主税
局ホームページ（https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/）をご覧くだ
さい。▶問合せ：練馬都税事務所☎3993-2261

固定資産税・都市計画税 第１期分の納期限は
6月30日火

問合せ
納入通知書について…こくほ資格係☎5984-4554
口座振替について……こくほ収納係☎5984-4559
納付のご相談…………こくほ整理係☎5984-4560

　保険料は、昨年中の総所得金額等を基に計算し、納入通知書でお知らせし
ます。納付方法など詳しくは、同封の「国保のお知らせ」をご覧ください。　
※国民健康保険は世帯単位の制度です。世帯主本人が国民健康保険に加入し
ていない場合でも、納入通知書・納付書は世帯主宛てに送付します。
〈保険料のお支払いをお忘れなく〉
　保険料は、納め忘れのない口座振替をご利用ください。納入通知書に同
封の「口座振替依頼書」で申し込みできます。口座振替が開始されるまでの
保険料は納付書でお支払いください。
　納付書で支払う場合は、金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、区
民事務所（練馬・石神井を除く)、こくほ整理係(区役所本庁舎3階)、こく
ほ石神井係(石神井庁舎2階)で納付できます。スマートフォンアプリ「モバ
イルレジ」もご利用できます。　※事情により納期限内に納付が困難な方
はご相談ください。

お知らせ
弁護士による無料相談会
▶対象：借金や税金・家賃の滞納、
労働問題などでお困りの方▶日時：
7月3日㈮、8月4日㈫午後1時～4
時30分の間の1時間以内▶場所：生
活サポートセンター（区役所西庁舎
3階）▶申込：電話で同所☎3993-
9963

和牛サーロイン（ステーキ・
すき焼き用）半額セール
6月23日㈫に、
食肉組合が和
牛サーロイン
を通常価格の
半額で販売し
ます。ポスター（＝写真）がある精肉
店でお買い求めください。　※実施
店舗の一覧は、区ホームページでご
覧になれます。▶問合せ：中小企業
振興係☎5984-1483

国民年金
厚生年金に加入している配
偶者の扶養から外れたとき
は届け出を
　会社員や公務員などの厚生年金加

入者に扶養されている方（20歳以上
60歳未満）は、次のいずれかに該当
する場合、第1号被保険者に切り替
える届け出が必要です。
●配偶者が退職・死亡した
● 配偶者が厚生年金加入中に65歳に達
した

● ご自身が収入増や離婚などで扶養か
ら外れた

● ご自身が雇用保険を受給するように
なった

▶問合せ：国民年金係☎5984-4561

環境・リサイクル
あき地の除草はお早めに
　梅雨時は雑草が伸びるのが早くな
ります。放置すると、害虫やネズミ
の繁殖、ごみの不法投棄につながり、
近隣の方の迷惑となります。所有
者・管理者の方は、早めに除草や清
掃をしてください。▶問合せ：まち
美化推進係☎5984-4709

5月の放射線量測定結果
　詳しい測定結果は、区ホームペー
ジをご覧ください。
【測定点】 区立12施設
【測定値】 単位：マイクロシーベルト／時
【基準値】 0.24マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm…0.029～0.083
●地表面から5cm…0.028～0.082

▶問合せ：環境規制係☎5984-4712

区立施設での節電の取り組み
　区は、節電対策として、次の取り
組みを行っています。ご理解とご協
力をお願いします。
●ノーネクタイなどのクールビズ
●室温は28℃に設定
● 照明は施設利用者の安全を確保した
上で、一部消灯

〈節電にご協力を〉
　区民の皆さまや事業者の方も、無
理のない範囲で節電へのご協力をお
願いします。
◎問合せ：環境計画推進係☎5984-
4702

介護保険
令和2年度の保険料の決定
通知書を6月17日㈬に発送
　65歳以上の方の保険料は、本人
や世帯の特別区民税の課税状況など
により算定します。今回、2年度の
保険料が決定しました。納付方法な
ど詳しくは、決定通知書をご覧くだ
さい。　※確定申告や住民税の申告
時期延長に伴い、課税状況を介護保
険料に反映できていない場合があり
ます。　※事情により納期限内に納
付が困難な方はご相談ください。
〈所得段階第1～3段階の方の保険料
を軽減します〉

所得段階
年間保険料

平成31年度 令和2年度
第1段階 2万5320円 1万9440円
第2段階 3万4560円 2万4960円
第3段階 5万160円 4万8240円

〈70歳以上の方の決定通知書は、東
京都シルバーパス購入の際に所得確
認書類として使えます〉
　再交付はできませんので、必要な
方は必ず保管してください。　※東
京都シルバーパスについては、（一社）
東京バス協会☎5308-6950へお問
い合わせください。
〈保険料などの算定に住民税申告書
の提出を〉
　次の①②のいずれかに当てはまる
方は、保険料や介護保険の利用者負
担段階を決定するため、「住民税申告
書」か、「介護保険料等に関する簡易
申告書」の提出が必要です。簡易申
告書の郵送を希望する方はご連絡く
ださい。
① 保険料の所得段階が第3段階で、本人
の課税対象となる年金収入と合計所
得を足して120万円以下

② 保険料の所得段階が第5段階で、本人
の課税対象となる年金収入と合計所
得を足して80万円以下

◎問合せ：資格保険料係☎5984-
4592

  令和2年（2020年）6月11日 3新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期・中止する場合があります。 最新の情報は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。



ミニガイド
◆新日本スポーツ連盟練馬テニス
大会（硬式）▶場所：土支田庭球場▶
申込：新日本スポーツ連盟練馬テニ
ス協議会ホームページ（http://njsf-
nerima.com/）または電話で同協議会
☎090-2662-1991
●第52回スポーツ祭典▶日時・内容：
Ⓐ女子初・中・上級ダブルスⒷ男子
シングルス…7月4日㈯、Ⓒ男子初・
中・上級ダブルスⒹ女子シングルス…
11日㈯、Ⓔ女子壮年（45歳以上）ダブ
ルスⒻ男子壮年（45歳以上）シングル
ス、上位戦…19日㈰　※予備日7月
23日㈷。▶定員：ⒶⒸ各級12組ⒷⒹ
各21名Ⓔ24組Ⓕ24名（先着順）▶費
用：シングルス2,500円、ダブルス1
組3,500円
●第32回チーム対抗団体戦（女子・男
子・ミックスダブルス）▶対象：女性3
～6名と男性3～6名で構成されたチー
ム▶日時・内容：予選リーグ…8月16日
㈰（ⒾⅠ部ⒿⅡ部）・22日㈯（ⓀⅠ部Ⓛ
Ⅱ部）　決勝トーナメント…8月23日㈰　
※予備日30日㈰。　※組み合わせ抽選
会を8月1日㈯午後6時30分から光が丘

体育館で実施。▶定員：各12チーム（先
着順）▶費用：1チーム1万2000円
◆目黒を歩く「長泉院附属現代彫刻
美術館～浄土宗の古刹祐天寺へ」▶
日時・場所：7月11日㈯午前9時JR恵
比寿駅集合～長泉院附属現代彫刻美術
館～目黒川～祐天寺～午後0時30分東
急東横線祐天寺駅解散（約6㎞）▶定員：
40名（先着順）▶資料代など：500円▶
申込：往復ハガキで①催し名②参加者
全員の郵便番号・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を、6月26日（必着）
までに〒177-0044上石神井1-32-37　
SSC上石神井☎3929-8100（問い合わ
せは月・水・金曜午後3時まで）

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：6月14
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：
冨永☎090-4374-3888
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
6月15日㈪午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆江古田ゆうゆうロード▶日時：6月
15日㈪午前10時～午後8時▶問合せ：
萩原☎090-7735-1804

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、6月30日（必着）まで

に申込先へ　※700円以下の出店料が
掛かります。　※車での来場・搬入は
ご遠慮ください。
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
7月5日㈰午前9時～正午（雨天中止）▶
申込先：〒178-0065西大泉2-17-26　
リサイクルマーケットジョイ☎080-
2567-3071（先着120店。問い合わせ
は平日午後2時～5時）
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）▶
日時：7月5日㈰午前10時～午後0時30
分（雨天中止）▶申込先：〒177-0035
南田中4-7-10-301　リサイクル・タ
ンポポ☎090-5423-8684（先着80店。
問い合わせは午後7時～9時）

ここで紹介する事業は､区が支援したり､
官公署などが実施したりするものです｡

情 報 あ ら か る と

■手編みサークル　中高年齢の初心
者対象　①第2・4金曜②第1・3土曜
午前10時～正午　勤労福祉会館　①
②とも入会金2,000円、月会費2,000
円　飯田☎3921-1108

■フットサル　FC LIBERDADE　中
学生・高校生対象　毎水曜午後7時～9
時　学校教育支援センターなど　入会
金2,000円　月会費4,000円　保険料
月800円　初回は無料体験可　赤坂☎
080-8722-0318 Eメール akatai0318
@icloud.com（要予約）
■着付けサークル　麻の葉　初心者
対象　月2回月曜午前10時30分～正
午　都営練馬四丁目アパート集会所　
会費1回1,000円　伊藤☎080-3440-
2323（要予約）

■ 手編みサークル（棒針・カギ針・
アフガン編み）　中高年齢の初心者
対象　第1・3①木曜午前10時～正午
②水曜午後1時～3時　生涯学習セン
ター分館　①②とも入会金2,000円、
月会費2,000円　小島☎5241-0572
■手編み（棒針・カギ針・アフガン
編み）　中高年齢の初心者対象　第
2・4①月曜午前10時～正午②木曜午
後1時～3時　光が丘区民センター5階
など　①②とも入会金2,000円、月会
費2,000円　堀江☎3976-8404

● この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。
● 掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。
● 場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

区 民 の ひ ろ ば

区民のひろば・投稿のきまり
▶掲載の対象：区民の方や区内の団体（代表者と構成員の半数以上が区民の
方）が、区内の公的施設を利用して行う自主的な活動で、原則として1回の
会費が1,500円以内のもの　※営利活動、売名行為、政治・宗教関係、対
象が著しく限定されているもの、物品などの交換は掲載できません。▶申込：
持参または郵送、ファクスで〒176-8501区役所内広聴広報課広報係（本庁
舎7階）FAX 3993-1194　※区ホームページからも申し込めます。　※掲
載は先着順（申し込みからおおむね3カ月後）です。日付指定の催しは、掲載
希望号の1カ月前が原稿締め切りです。　※掲載後、次回掲載まで8カ月以
上あけていただきます。　※掲載内容は練馬区が編集・決定を行います。
▶掲載内容の確認：掲載日の10日ほど前に、区報の編集委託会社・㈱文化工
房が掲載内容の確認を行います。
［記載事項］①団体名②活動内容・催し名③対象（経験や年齢、性別などを限
定している場合）④日時⑤場所⑥講師⑦入会金・月会費など⑧予約の有無⑨
問い合わせ先の方の氏名・電話番号・住所（掲載はされません）⑩掲載希望号
（日付指定の催しのみ）
◎問合せ：広報係☎5984-2690

　15～49歳の不登校やひきこもりなどの状態にあ
る方を対象に、自立支援員が悩みや相談に応じ、個々
の状況に合わせた社会とのつながりを支援していき
ます（予約制）。▶日時：毎月曜～水曜、金・土曜午
前10時～午後5時（祝休日を除く）▶場所：春日町青
少年館▶問合せ：ねりま若者サポートステーション
☎5848-8341

若者自立支援事業
“居場所”をオープン

6/19金
から

ねりま区報はさまざまな方法で
ご覧になれます！ 問合せ 広報係☎5984-2690

FAX 3993-1194

送付サービス
　新聞未購読で、上記施設で区報の入手が困難な方に無料で送付
しています。希望する方は、区ホームページから申し込むか、お問
い合わせください。

デイジー版CDなどの送付サービス
　視覚障害のある方には、区報の点字版、カセットテープ版、デイジー
版CDを無料で送付しています。希望する方は、お問い合わせください。

　朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に折り込んでお届
けしているほか、駅の広報スタンドや金融機関、ファミリーマート、
セブン-イレブン、西友、区立施設にも置いています。

  このアイコンが目印
カ
タ
ロ
グ
ポ
ケ
ッ
ト
の

導
入
手
順 アイフォン版 アンドロイド版

まずは上の二次元バーコードを
スマートフォンで読み取る 検索画面で「ねりま」と入力 「ねりま区報」を選択

「マイコンテンツ」に追加
※ 登録すると発行日に通
知が届きます。アプリを起動し、通知を許可

パソコンから閲覧できる
ブラウザ版もあります  このアイコンが目印1 3 4 5

　無料アプリ「カタログポケット」は日本語のほか、英・中・韓・タイ・ポルトガル・スペイン・イ
ンドネシア・ベトナム語に対応し、音声の読み上げ機能があるなど、とても便利です。「カタログポ
ケット」で、ねりま区報をさらに楽しんでみませんか。

カタログポケット
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完了

働く
①短時間保育②保育③調理
④用務【会計年度任用職員
（サポートスタッフ〈登録制〉）】
▶期間：来年3月まで（再任する場合
あり）▶勤務日：月～土曜（月20日程
度）▶時間：①朝…午前7時30分か
ら、夕…午後4時15分から（それぞ
れ2～3時間程度）②～④原則として
午前8時30分～午後5時15分の間
の4～7時間45分▶場所：区立保育
園▶報酬：①時給1,341円②時給
1,147円③④時給1,093円　※交通
費支給。　※勤務条件により期末
手当・社会保険あり。▶申込：保育
課（区役所本庁舎10階）や区ホーム
ページにある申込書を、保育課管
理係☎5984-5839

ボランティア
障害のある方へのIT支援
ボランティア養成講座
（初心者向け）
　障害のある方へのパソコンなどの

活用を支援するために必要な技術や
知識を学ぶ講座です。▶対象：講座
修了後に区内で障害のある方へIT支
援のボランティアができる方▶日
時：7月18日㈯午前9時30分～午後
4時▶場所：中村橋区民センター▶
講師：NPO法人練馬ぱそぼらん会員
▶定員：10名（抽選）▶費用：1,000
円▶申込：往復ハガキまたは電子
メールで①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤電話番号を、7月9
日（必着）までに〒176-0021貫井
1-9-1　中村橋福祉ケアセンター☎
3926-7211 Eメール sinshocenter01
＠city.nerima.tokyo.jp

スポーツ
初心者スポーツ教室　硬式テニス
▶対象：15歳以上の方（中学生を除
く）▶日時：7月21日～8月25日の毎
火曜午前9時～11時【6日制】▶場
所：土支田庭球場▶定員：80名（抽
選）▶費用：1,500円（保険料など）▶
申込：往復ハガキで①教室名②住所
③氏名（ふりがな）④年齢⑤性別⑥電

話番号を、6月22日（必着）までに
〒176-8501区役所内スポーツ振興
課事業係☎5984-1947

高齢者
シニア就職支援セミナー
▶対象：おおむね60歳以上の方▶講
師：キャリアコンサルタント／岩井
奈保美▶定員：Ⓐ各30名Ⓑ各6名

（先着順）▶区の担当：いきがい係▶
申込：電話で㈱シグマスタッフ☎
0120-916-898（平日午前9時～午
後4時）

内容 日程 場所
仕事の探し方 7/7㈫ ココネリ3階
突破する応募書類
と面接対策 8/7㈮ はつらつ

センター関
※時間はいずれもⒶ10：30～12：30（講
義）Ⓑ12：50～13：50（個別相談会）。
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