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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15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
（時給）
：①1,341円 ②1,147円
③④1,093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

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、
※賞与・社会保険あり。▶申込：
（公
財）
練馬区環境まちづくり公社
（豊玉
北5-29-8）
や同ホームページ
（https:
//www.nkm.or.jp/）にある募集要
項をご覧の上、1月29日
（必着）
まで
に
（公財）
練馬区環境まちづくり公社
☎3993-8011

自衛官など
種目

対象

募集期間

18歳以上33歳
自衛官候補生
未満の方

随時

〈自衛官採用説明会〉
▶ 日 時：1月22日 ㈮ ～24日 ㈰ 午 前
10時～午後5時 ※入退場自由。▶
場所：自衛隊東京地方協力本部練馬
地域事務所（豊玉北6-3-3 第8平和
ビル4階）
▶申込：当日会場へ
◎問合せ：同所☎3991-8921

（公財）練馬区環境まちづく
り公社契約社員

ボランティア
心のふれあい相談員
【登録制】

●場内作業
▶対象：3月31日㈬現在、60〜67歳で
申し込み方法など詳しくは、お問
作業場や屋外で作業ができる体力の
い合わせいただくか、区ホームペー
ある方▶期間：4月から1年間▶日時：週
ジをご覧ください。▶期間：4月から
5日午前8時30分～午後4時30分
（土・ 1年以内▶日時：原則として平日午
日曜、祝休日勤務あり）
▶場所：資源循
前8時 ～ 午 後5時 の 間 の5時 間 程 度
環センター▶内容：金属資源の解体作 （週2・3日）▶場所：区立小中学校・
業、再使用家具の清掃・修理など▶
小中一貫教育校▶内容：児童・生徒
採用予定数：若干名
（書類選考・面接） の悩み相談など▶謝礼：1時間当たり
▶報酬：時給1,150円 ※交通費支給。
1,300円 ※交通費は支給しません。
※社会保険あり。▶申込：資源循環
▶申込期限：2月1日㈪▶問合せ：学
センターや同ホームページ
（http://
校教育支援センター☎6385-9911
nerima-shigen.jp/）に あ る 募 集 要
保育サービス講習会
項をご覧の上、1月25日（必着）まで
～空いた時間を活用して、
に資源循環センター☎3995-6711
子育てのお手伝いをしませんか
●放置自転車などの保管・返還業務
▶対象：3月1日㈪現在、67歳以下の
地域で育児を支え合う会員組織
方▶採用予定日：3月1日㈪▶日時：週 「ファミリーサポート事業」
の援助会
5日午前9時～午後5時45分
（土・日
員になるための講習会です。修了後
曜、祝休日勤務あり）
▶場所：区内の
は、援助会員
（有償ボランティア）
と
自転車集積所など▶採用予定数：若
して、午前7時～午後8時の間の都
干名
（書類選考・面接）▶報酬：月給
合の良い時間に利用会員のお子さん
16万6800円程度 ※交通費支給。
を預かっていただきます。▶対象：

国民健康保険・
後期高齢者医療制度の
お知らせ
問合せ

国民健康保険…………こくほ給付係☎5984-4553
後期高齢者医療制度…後期高齢者資格係☎5984-4587

●葬祭費を支給

国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を

行った方（喪主）に7万円を支給します。詳しくは、お問い合わせください。
▶申請期間：葬儀の翌日から2年間

●交通事故などでケガをしたときは届け出を

交通事故や傷害など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、相手

方が過失割合に応じて負担するのが原則です。ただし、相手方からの賠償
が遅れる場合などには、一時的に国民健康保険や後期高齢者医療制度の保
険証を使用して治療を受けられます。
そのようなときは必ず事前にご連絡く

次の①②の両方に当てはまる方 ①
20歳以上②月1回の定例会に参加で
き る▶ 日 時：2月15日 ㈪・16日 ㈫・
24日㈬～26日㈮午前9時30分～午
後4時30分
【5日制】
▶場所：大泉子ど
も 家 庭 支 援 セ ン タ ー▶ 定 員：15名
（選考）▶テキスト代：2,000円▶申
込：1月30日㈯までに電話で練馬区
ファミリーサポートセンター☎
3993-4100

布の絵本製作講習会
完成した作品は、図書館の子ども
向けの蔵書として利用されます。▶
日 時：2月3日 ～24日 の 毎 水 曜 午 前
10時～正午
【4日制】▶場所：小竹図
書館▶講師：ボランティアサークル
ドレミ文庫会員▶定員：16名（先着
順）▶申込：2月2日㈫までに電話で
同所☎5995-1121

福祉・障害のある方
障害者青年学級の参加者募集
▶対象：次の①～⑥の全てに当ては
まる方 ①区内在住で下表の障害が
あり、障害者手帳を持っている②
15～39歳（在学中の方を除く）③看
護師などによる医療管理や介護を必
要としない④着替え・食事・排せつ
の介助を必要としない（あすなろ青
年学級は応相談）⑤集団活動に適応
できる⑥自分で施設まで通える▶募
集人数：各若干名（面談）
▶保険料：年
1,850円 ※教材費など実費。▶申
込：1月25日㈪までに電話で春日町
青少年館☎3998-5341
学級・対象
あすなろ
青年学級
（肢体不自
由な方）

場所
光が丘
区民
センター
2階

日時

主に
第1日曜 絵画、
13:00～ 陶芸
16:00

ひまわり
青年学級
春日町
（重度の知
青少年館
的障害のあ
る方）

主に
ハイキング、
第2日曜
音楽、
10:30～
スポーツ
15:00

ともしび
青年学級
（ 中 度 の 知 旭丘小
的障害のあ
る方）

主に
第3日曜
10:30～
15:30

日曜青年
学級
春日町
（軽度の知
青少年館
的障害のあ
る方）

主に
クラブ
第4日曜
活動、
9:30～
スポーツ
15:00

費を保険者が一時的に立て替えるもの
で、その費用は後日保険者が相手方に
請求します。

※交通事故の場合、交

通事故証明書が必要です。

クラブ
活動、
スポーツ、
音楽

バ リ ア フ リ ー 映 画 会（ 音 声
ガイド・日本語字幕付き）
▶申込：電話またはファクスで①作

日時・定員
（先着順）
2/7㈰
居眠り磐音
13：30～
（2019年・日本） 16：00
（25名）
2/14㈰
引っ越し大名！ 14：00～
（2019年・日本） 16：15
（25名）
こんな夜更け 2/20㈯
にバナナかよ 14：00～
16：15
愛しき実話
（2018年・日本）（15名）
上映作品

2/21㈰
春との旅
13：30～
（2010年・日本） 16：00
（25名）
2/28㈰
くちびるに歌を 13：30～
（2015年・日本） 16：00
（15名）

図書館名・
申込先
大泉
☎3921-0991
FAX 3921-0993
貫井
☎3577-1831
FAX 3577-1834
関町
☎3929-5391
FAX 3929-5394
石神井
☎3995-2230
FAX 3995-2624
南田中
☎5393-2411
FAX 5393-2413

お休みします
〈石神井図書館☎3995-2230〉
…1月
18日㈪～22日㈮【館内整理のため】
〈稲荷山図書館☎3921-4641〉
…1月
25日㈪～29日㈮【館内整理のため】

高齢者
4館合同スタンプラリー
「認知症予防講座」
スタンプを集めながら認知症予防
について学べる講座です。全て集め
た方にはプレゼントを差し上げま
す。▶対象：区内在住の60歳以上の
方▶定員：各15名（先着順）▶申込：
電話で各申込先へ
内容

日時

場所・申込先

1/21㈭
認知症に関する
栄町敬老館
14:00～
お金の話
☎3994-3286
15:00
1/28㈭ 中村橋地域包括
認知症予防講話 14:00～ 支援センター
15:30 ☎3577-8815
認知予防体操

2/9㈫
はつらつセン
14:00～ ター豊玉
15:30 ☎5912-6401

N-impro（ニン 2/25㈭
中村敬老館
プロ）～YesNo 14:00～
☎3998-2036
ゲーム
15:00

シニア起業入門セミナー
「こ
れからの時代の起業と経営」
▶対象：おおむね60歳以上の方▶日
時：2月9日 ㈫ 午 後2時 ～4時30分 ▶
場所：ココネリ3階▶講師：中小企業
診断士／栗原啓悟▶定員：30名
（先着
順）
▶区の担当：いきがい係▶申込：電
話で㈱OMEGA HIGH☎0120-660188
（平日午前9時～午後5時）

20歳に
国民年金加入のお知らせを
なった方へ お送りします
日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が、20歳の誕生日から
おおむね2週間以内に届きます。保険料の支払いが困難な方や学生には、
免除などの制度があります。

※厚生年金または共済年金に加入してい

る方を除く。▶問合せ：練馬年金事務所☎3904-5491

ださい。
この制度は相手方が支払うべき医療

主な活動
内容

品名②氏名（ふりがな）③電話番号
を、各申込先へ

2/4木

8：00～13：00

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

