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。

働く
介護スタッフ研修の受講生
を募集

年齢も、手話通訳を希望する方はそ
の旨も、11月17日㈬までにお知ら
せください。

介護・福祉のお仕事フェアinね
りま「 働くなら練 馬 区 で！ス
タートセミナー&相談・面接会」

高等工科
学校

介護の仕事の基礎を学ぶ研修で
す。修了者は、区内で要支援相当の
方を対象とした訪問サービス
（家事援
区内の介護サービス事業所で働く
助のみ）
に従事できる資格を取得でき
方が、練馬区で働くメリットを紹介し
ます。希望する方は、必ずガイダン
ます。また、就職相談や面接会も行い
スに参加してください。▶対象：来年
ます。▶日時・内容：11月23日㈷Ⓐ午
1月12日㈬・13日㈭・17日㈪・18日
後1時30分〜3時
（セミナー、相談・面
㈫に1日4〜5時間程度、光が丘区民
接会）
Ⓑ午後3時〜4時30分
（相談・面
センター3階で開催する研修の全日
接会）
▶場所：ココネリ3階▶定員：Ⓐ45
程に参加できる方 ※18日の研修終
名Ⓑ30名
（先着順）
▶申込：電話で練馬
了後、区内の介護サービス事業者が
福祉人材育成・研修センター☎6758集まる就職相談会を開催します。
0145 ※お子さん連れ可。 ※参加
〈ガイダンス〉
法人名など詳しくは、同ホームページ
▶日時：来年1月11日㈫午前10時〜 （https://www.nerima-carenet.jp/）
11時35分▶場所：光が丘区民セン
をご覧ください。
ター3階▶定員：50名（区内在住・在
自衛官など
勤の方を優先の上、抽選）
▶申込：電
話または区ホームページ「電子申請」
種目
対象
募集期限
で、12月20日㈪までに練馬福祉人
推薦 中 卒（ 見 込 み 12/3㈮
材育成・研修センターへ ※結果は
含 む ）以 上17
来年
12月27日㈪に通知します。 ※保
一般 歳未満の男子
1/14㈮
育室
（1歳以上の未就学児対象。定
大学の理工学
員10名）を利用したい方は、併せて
部・工学部の
申し込んでください。
3・4年生また
貸費学生
来年
は修士課程に
◎問合せ：練馬福祉人材育成・研修
（技術）
1/14㈮
在学している
センター☎6758-0145
方 ※年齢制

子育て世代の就活講座

〜社会保険や税金などの基礎知識

▶対象：20歳未満のお子さんがいる
方▶日時：12月2日㈭午前10時〜正
午 ▶ 場 所：男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー
えーる▶講師：東京都金融広報委員
会金融広報アドバイザー／音川敏枝
▶定員：15名
（先着順）▶申込：電話
またはファクス、電子メールで①講
座名②氏名
（ふりがな）③電話番号
を、同所☎3996-9007 FAX 39969010 Eメール oubo@nerima-yell.
com ※保育室
（6カ月以上の未就
学児対象。定員6名）を利用したい
方は、お子さんの氏名
（ふりがな）
・

限あり。

自衛官候補生

18歳以上
随時
33歳未満の方

〈自衛官採用説明会〉
▶日時：11月12日㈮〜14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

環境・リサイクル
資源の集団回収を始めませんか
集団回収は、地域の方々による自
主的なリサイクル活動です。家庭か

区内全域で歩きたばこは禁止です
区は、条例により、区内全域で歩きたばこやたばこのポイ捨てを禁

令和3年
（2021年）
11月1日

必ず説明会に参加してください。
ら出る新聞・雑誌・段ボール・古着
（古布）
・缶などの資源を集めて資源 〈説明会〉
▶日時：11月19日㈮午後1時〜2時
回収業者に引き渡します。町会・自
▶場所：区役所本庁舎19階▶申込：
治会・PTA・マンションの管理組合
11月17日㈬までに電話で高齢者支
など、10世帯以上であれば団体登録
援課管理係へ
ができ、回収量1㎏につき6円の報奨
◎ 問 合 せ：高 齢 者 支 援 課 管 理 係 ☎
金が受け取れます
（区内登録業者と
5984-4582
契約した場合は、報奨金が1割加算
されます）
。登録方法など詳しくは、
労働保険の加入はお済みで
お問い合わせください。▶問合せ：資
すか？ 〜11月は労働保険未手続
源循環センター☎3995-6711

住まい・まちづくり
都営住宅の入居者を募集
（都公募分）

ネズミに関する相談
を受け付けています

いします。▶問合せ：美化啓発係☎5984-4709

区内全域の公共の場所
（道路・
公園など）
で、右記の行為を禁止
しています。

〈マナー向上のための取り組み〉
● マナーアップ指導員による啓発活動

駅周辺を指導員が巡回し、歩きたばこなどへの注意・指導や条例の

労働保険は、労働者が失業したと
きの失業給付
（雇用保険）
、労働災害
に遭ったときの労災給付
（労災保険）
などを行うものです。1人でも労働者
を雇用している事業主は雇用形態を
問わず、労働保険への加入義務があ
ります。加入方法など詳しくは、お
問い合わせください。▶問合せ：雇用
保険…ハローワーク池袋雇用保険適
用課☎3988-6662、労災保険…池袋
労働基準監督署労災課☎3971-1259

健康・衛生 ❶

用して、喫煙マナーを守りましょう。周囲の方への十分な配慮をお願

×歩きたばこ
×たばこのポイ捨て
×自転車やオートバイを運転中
の喫煙

事業一掃強化期間

申し込み資格など詳しくは、申込
書と一緒に配布する募集案内をご覧
ください。 ※地元割当分の募集は
ありません。▶申込書・募集案内の
配布期間：11月1日㈪〜10日㈬▶配
布場所：区民事務所（練馬を除く）、
図書館（南大泉図書館分室を除く）、
区 役 所 庁 舎 案 内（ 本 庁 舎1・2階 ）、
お休みします
住宅課（同13階）▶問合せ：東京都住
宅供給公社☎3498-8894
〈光が丘体育館☎5383-6611〉…11
月8日㈪〜11日㈭【器具点検などの
事業者向け
ため】
〈練馬区立美術館☎3577-1821〉…
介護予防事業の運営を行う
11月15日㈪〜22日㈪【展示作業の
事業者を募集
ため】
来年度に実施する「高齢者筋力向
上トレーニング」
「いきがいデイサー
ビス事業」
「 わかわか かむかむ元気
応援教室」の運営を行う事業者を募
精神保健福祉講座
「精神科医
集します。事業者の選定は、プロポー
から学ぶ
『こころの病』の基礎
ザル（事業提案）方式で行います。申
知識〜病気からの新しい一歩」
し込み方法など詳しくは、高齢社会
対策課（区役所西庁舎3階）や区ホー
▶ 日 時：11月25日 ㈭ 午 後2時 〜4時
ムページにある募集要領をご覧くだ
▶場所：石神井保健相談所▶講師：大
さい。▶問合せ：高齢社会対策課介
泉病院医師／赤沼哲也▶定員：25名
護予防係☎5984-2094
（先着順）
▶申込：電話またはハガキ、
ファクスで①講座名②住所③氏名④
中村橋地域包括支援センター
年齢⑤電話番号を、11月18日
（必着）
の運営を行う事業者を募集
までに〒177-0041石神井町7-3-28
石神井障害者地域生活支援センター
来年4月から運営を行う事業者を
う い ん ぐ ☎3997-2181 FAX 3997募集します。事業者の選定は、プロ
ポーザル（事業提案）方式で行いま
2182 ※オンラインでの参加を希
す。応募する事業者は、高齢者支援
望する方は、電話で申し込んでくだ
課（ 区 役 所 西 庁 舎3階 ）や 区 ホ ー ム
さい。
ページにある募集要領をご覧の上、

止しています。喫煙する場合は、決められた喫煙場所や携帯灰皿を使

喫煙者の皆さまへ

ネズミの駆除に関する相談を受け付けるほか、殺そ剤・粘着板のサ
ンプルを生活衛生課で無料配布しています（殺そ剤の配布は来年4月
28日㈭まで）。

オンライン講座
「猫はネズミを追いかけない〜ネズミが逃げ出す家をめざして」
▶日時：11月18日㈭午後6時〜7時30分▶講師：東京都ペストコント

周知活動をしています。

ロール協会会長／清水一郎▶定員：100名（先着順）▶申込：電話または

● 啓発グッズの配布

ファクス、電子メールで①講座名②住所③氏名④電話番号⑤電子メー

歩きたばこやポイ捨てでお困りの方に、自宅の塀

ルアドレスを、11月16日㈫までに環境衛生監視担当係へ

などに貼るシールや看板（＝写真）を配布しています。

● 喫煙所の設置

問合せ

区内の一部の駅周辺に喫煙所を設置しています。
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生活衛生課環境衛生監視担当係（区役所東庁舎6階）
☎5984-2485 FAX 5984-1211
Eメール seikatueisei04@city.nerima.tokyo.jp

毎日午前9時・正午・午後8時の3回、ケーブルテレビJ：COM
（ジェイコム）
チャンネル東京
（地上デジタル11チャンネル）
で放送中。
※区ホームページ
「ねりまほっとライン」
や動画共有サイト
「YouTube
（ユーチューブ）
」
の練馬区公式チャンネル
（https://www.youtube.com/
user/nerimach）
からもご覧になれます。 ※番組へのご意見、ご要望を広報戦略係にお寄せください。▶問合せ：広報戦略係☎5984-2693

