区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。
スを利用する際、滞納期間に応じて
自己負担割合が3〜4割に増えるこ
とがあります。一括で納められない
方は、ご相談ください。▶問合せ：
資格保険料係☎5984-4593

お知らせ
皆さまからの寄付（3月分）
＝ありがとうございました＝

令和3年
（2021年）
5月21日

いただいた寄付は次の通りです。
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財係☎
5984-2807

区へ

こども発達支援センターの
通所訓練事業などを行う事
業者を募集

こども発達支援センターで実施し
ている相談事業や通所訓練事業、訪
選挙で郵便等投票ができます
問事業などを行う事業者を募集しま
（一定の障害のある方）
す。事業者の選定は、プロポーザル
下表に当てはまり自書できる方 （事業提案）方式で行います。応募す
は、郵便等で投票できます。また、 る事業者は、障害者施策推進課
（区
役所西庁舎1階）や区ホームページ
下表に当てはまり、上肢または視覚
にある募集要領をご覧の上、必ず説
の障害の程度が1級の方は、代理記
明会に参加してください。
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 〈説明会〉
▶日時：5月30日㈰午前9時30分か
管理委員会への申請が必要です。
区分
等級
ら▶場所：こども発達支援センター
◎問合せ：障害者施策推進課事業計
介護保険被保険者証
要介護5
画担当係☎5984-4602
身体障害者手帳

練馬区のため
603万円
（3件）
練馬みどりの
5万9260円
（6件）
葉っぴい基金
高齢者福祉のため 4,000円（1件）
新型コロナウイルス
感染症対策への
91万円
（4件）
支援のため
医療機関のため
86万4000円
（9件）
文化芸術活動
5000万円（1件）
のため
ひとり親家庭の
5000万円（1件）
支援のため
コロナ禍における
貧困女性への施策 100万円
（1件）
のため
練馬区社会福祉協議会へ 20万1211円
（11件）

両下肢・体幹・移動機能

1級・2級

心 臓・ じ ん 臓・ 呼 吸 器・
1級・3級
ぼうこう・直腸・小腸

介護保険

免疫・肝臓

1級〜3級

※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。

平 成31年・ 令 和2年 度 分 の
保険料が未納の方へ

〈選挙のお知らせへの点字貼付〉
選挙のお知らせに点字シールを貼
付できます。希望する方は、お問い
合わせください。
◎問合せ：選挙管理委員会事務局☎
5984-1399 FAX 5984-1226

〜催告書を5月31日㈪に発送

65歳以上で平成31年4月〜令和3
年2月分の保険料が未納の方が対象
です。6月14日㈪までに納めてくだ
さい。未納の場合、介護保険サービ

思い出に残る成人式をつくろう！

成人の日のつどいのスタッフを募集
来年1月10日㈷に開催する「成人の日のつどい」で、催しなどを企画・

サ ポ ー ト セ ン タ ー ☎6757-2020
FAX 6757-1014
※同ホームペー
ジ（http://www.nerima-idc.or.
jp/bsc/）からも申し込めます。

事業者向け

福祉・障害のある方

お休みします
〈 勤 労 福 祉 会 館 ☎3923-5511〉…
5月24日㈪
【全館清掃のため】
〈 光 が 丘 図 書 館 ☎5383-6500〉…
6月4日㈮〜10日㈭
【館内整理のため】
〈光が丘区民センター☎5997-7718〉
…6月5日㈯
【害虫駆除のため】

ビジネス講座「知識ゼロから
始める第三者承継のイロハ」
▶対象：経営者、後継候補者▶日時：
6月22日㈫午後7時〜9時▶場所：コ
コネリ3階▶講師：中小企業診断士／
香川和孝▶定員：30名（先着順）▶費
用：500円▶申込：電話またはファク
スで①講座名②氏名（ふりがな）③事
業所の郵便番号・住所・名称・業
種・電話番号・ファクス番号または
電子メールアドレス（ある方のみ）
を、6月18日㈮までに練馬ビジネス

5/31㈪
まで

問合せ

5

高齢者
「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室
高齢者向け料理本「練馬発わかわ
か かむかむ元気ごはん」の料理を作
ります。 ※初めての方には料理本
を差し上げます。▶講師：いきいき
クッキングねりま会員▶定員：各10
名（先着順）▶材料費：600円▶持ち
物：エプロン、三角巾▶申込：電話で
介護予防係☎5984-2094
場所

日程

光が丘区民センター2階

6/25㈮

勤労福祉会館

7/23㈷

※時間はいずれもⒶ10:30〜12:30
Ⓑ14:00〜16:00。

区営住宅の入居者を募集
住宅課住宅係☎5984-1619

運営する新成人スタッフを募集します。7月〜12月の夜間や土曜に数
回の会議を行う予定です。
▶対象：平成13年4月2日〜14年4月1

区内に1年以上在住し、所得が

日に生まれた方▶募集人数：10名程度

基準内であるほか、下表の要件

（抽選）▶申込：電話またはファクス、

に当てはまる方が対象です。詳

電子メールで①成人の日のつどいス

しくは、募集案内をご覧くださ

タッフ②住所③氏名④生年月日⑤電話

い。

番号を、6月30日㈬までに育成支援係

請」からも申し込めます。

☎ 5984-1292

FAX

5984-1221

※区ホームページ「電子申

▶募集案内・申込書の配布期間：5月31日㈪まで

Eメール

▶募集案内・申込書の配布場所：区民事務所（練馬を除く）、図書館（南大

seishonen03@city.nerima.tokyo.jp

泉図書館分室を除く）、区役所庁舎案内（本庁舎1･2階）、住宅課（同13階）
募集区分と戸数

6/1㈫〜
18㈮
6月1日㈫

6月4日㈮

6月7日㈪

第二回区議会定例会
議会運営委員会、
本会議（会期の決
定など）

6月8日㈫〜10日㈭
本会議（一般質問）
6月11日㈮

常任委員会

議会運営委員会、
本会議（議長・副
議長選挙）

6月14日㈪

特別委員会

6月15日㈫

常任委員会

6月16日㈬

常任委員会、
特別委員会

議会運営委員会、
本会議（区長所信
表明、議案上程）

6月18日㈮

議会運営委員会、
本会議（議決）

※日程は変更になる場合があります。傍聴や手話通訳を希望する方は、
事前にお問い合わせください。
▶問合せ：議会事務局☎5984-4732

休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

内科・
小児科
歯科

FAX

3993-2424

区分 ※1

一般世帯

ひとり親世帯

主な申し込み資格
（全てを満たすこと）

戸数

15戸

3戸

●

優遇要件

●

区営住宅の落選ハガキ
が3枚ある世帯

●

心身障害者を含む世帯

同居親族がいる

●

配偶者（未届け、婚約者を含む）
がいない

●

同居親族が中学生以下の子のみ
である ※3
●

若年ファミリー 2戸
※4
※1
※2
※3
※4

●

申込者・同居親族全員が40歳未
満である

●

夫婦のみ、または夫婦と子の世
帯である ※3

※2

中学生以下の子が3人以
上いる世帯

単身者向けの募集はありません。
優遇要件に当てはまる場合、当選する確率が2倍になります。
同居親族に高齢者（65歳以上）がいても申し込める場合があります。
世帯状況により、入居期間が5〜10年になります。

①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
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所
（区役所東庁舎3階）
☎3993-9956

▶受付時間：①〜③土曜18：00〜21：30、日曜・祝休日10：00〜
11：30・13：00〜16：30・18：00〜21：30 ※ ① は 平 日20：00〜
22：30も対応しています。④日曜・祝休日10：00〜11：30・13：00
〜16：30

