4 令和4年（2022年）1月11日

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、
間▶募集人数：8名程度
（選考）▶申
込：人権・男女共同参画課
（区役所東
庁舎5階）や区ホームページにある
申込書と、
「男女共同参画社会をめざ
し て 」をテ ー マにし た 作 文
（800字
程度。様式自由）を、 2 月 10 日
（必
着）までに人権・男女共同参画課☎
5984-4518

お知らせ
皆さまからの寄付（11月分）
＝ありがとうございました＝

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

文化財保護推進員を募集

文化財の巡回など、文化財の保護
活動に協力していただける方を募集
新型コロナウイルス
します。▶任期：4月から2年間▶募
感染症対策への支援 1万円（1件）
集人数：3名
（選考）
▶謝礼：月額5,000
のため
円▶申込：
「文化財の保護と活用」を
医療機関のため
5万2000円
（3件）
テーマにした作文（600字以内。様
まちの安全・安心の
2万円（1件）
式自由）に①住所②氏名（ふりがな）
ため
③年齢④電話番号⑤略歴⑥文化財保
障害者福祉のため
1万4000円
（3件）
護関連の活動実績を記入の上、1月
子どもたちの
100万円（1件）
25日（必着）までに持参または郵送
教育のため
で〒176-8501区役所内伝統文化係
人と動物の共生のため 16万円（28件）
（本庁舎8階）☎5984-2442
大江戸線延伸の
2万4000円
練馬みどりの
葉っぴい基金

31万5469円
（36件）

区へ

実現のため

（4件）

図書館サービスの
充実のため

税

8,000円（1件）

償却資産の申告期限は1月31日㈪

心豊かで健康な子ど
6,000円（2件）
もの育ちを支えるため
子育て支援のため

10万円（1件）

練馬区社会福祉協議会へ 15万45円
（13件）

男女共同参画推進懇談会の
委員を募集
男女共同参画や女性活躍推進に関
する区の施策を検討する懇談会の委
員を募集します。懇談会は、区民や
学識経験者などで構成され、年4回
程度、主に平日夜間に開催します。
※謝礼あり。 ※保育あり
（6カ月以
上の未就学児対象）
。▶対象：今年4
月1日現在、1年以上区内に在住・在
勤
（在学）の方 ※過去に3期以上務
めた方を除く。▶任期：4月から2年

償却資産
（事業用の構築物・機械・
器具・備品）
を所有している方は、1
月1日現在の資産を申告してくださ
い。申告方法など詳しくは、お問い
合わせください。 ※エルタックス
ホームページ
（https://www.eltax.
lta.go.jp/）
からも申告できます。▶問
合せ：練馬都税事務所☎3993-2261

国民年金
20歳になった方へ国民年金
加入のお知らせを送付
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週間で届きます。保険料

練馬区長選挙・練馬区議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会
4月17日㈰に行われる練馬区長選挙と練馬区議会議員補欠選挙の立候
補を予定している方への説明会を開催します。立候補予定者や関係者は
必ず出席してください。▶日時：2月19日㈯午後1時30分から▶場所：区
役所本庁舎20階▶申込：電話で選挙管理委員会事務局☎5984-1399

〈公聴会〉
▶日時：2月15日㈫午後7時から▶場
所：石神井庁舎5階▶公述の申し出方
法：都市計画課や区ホームページにあ
る申出書を、2月1日
（必着）
までに持
参または郵送で都市計画課へ ※公
障害基礎年金の申請をお忘れなく
述人がいない場合は、公聴会は行い
以下の方は障害基礎年金が請求で
ません。傍聴
（先着順）
を希望する方
きる場合があります。申請方法など
は、事前にお問い合わせください。
詳しくは、お問い合わせください。 ◎問合せ：都市計画課都市計画担当
▶対象：次の①②のいずれかに当て
係☎5984-1534
はまる方 ①国民年金加入中または
新たな防火規制区域の指定
60～65歳に初診日がある病気やけ
案がご覧になれます
がで障害の状態になった②20歳前
に初診日がある病気やけがで障害の
1田柄2富士見台駅南側3下石神
状態になった方が、20歳になった▶
井地区を、建築物の耐火性向上を図
問合せ：国民年金係☎5984-4561
る区域に指定する案がご覧になれま
す。案に対する意見も受け付けます。
保険料の前払いができます
また、オープンハウスを開催します。
保険料を前払いすると、その期間
▶閲覧・意見の提出期間：2月1日㈫
に応じて保険料が割り引かれます。 まで▶閲覧・意見の提出場所：防災ま
前払いには、6カ月、1年、2年など
ちづくり課
（区役所本庁舎15階） ※
があり、納付書や口座振替、クレジッ
区ホームページでもご覧になれます。
トカードのいずれかの方法で納付で 〈オープンハウス〉
きます。手続き方法など詳しくは、 ▶申込：当日会場へ
お問い合わせください。 ※過去の
日時
場所
未納分を支払う場合は、割引はあり
11/21㈮17：00～20：00、 田柄
ません。▶問合せ：練馬年金事務所
22㈯9：00～12：00
地区区民館
☎3904-5491
21/15㈯13：00～16：00、 富士見台
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

住まい・まちづくり

石神井公園の都市計画変更
原案がご覧になれます
意見のある方は意見書を提出でき
ます。また、説明会と公聴会
（区から
の説明や質疑応答を行わず、変更原
案に対してご意見を伺う場）
を開催し
ます。公述
（意見を述べること）
を希
望する方は申し出てください。▶縦
覧・意見書提出の期間：2月1日㈫ま
で▶縦覧・意見書提出の場所：都市
計画課
（区役所本庁舎16階） ※区
ホームページでもご覧になれます。
〈説明会〉
▶ 日 時：1月21日 ㈮ 午 後7時 か ら ▶
場所：石神井庁舎5階▶定員：30名
（ 先 着 順 ）▶ 申 込：電 話 ま た は 電 子
メールで参加者全員
（2名 ま で ）の
住所・氏名・電話番号を、1月19日
㈬までに道路公園課☎5984-1365
Eメール dourokouen06@city.nerima.
tokyo.jp
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31/13㈭17：00～20:00、 下石神井
16㈰13：00～16：00
地区区民館

◎問合せ：防災まちづくり課防災ま
ちづくり担当係☎5984-1303

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

地域で活動している町会・自治会やNPO法人、ボランティア団
体などの日頃の取り組みを、ワークショップやパネル展、ユニバー
▶問合せ：区民協働交流センター☎6757-2025

1/22土

ユニバーサルスポーツ体験会

▶時間：午後1時～3時15分

日程
ワークショップ

パネル展

南田中図書館

1/14㈮

1/12㈬～30㈰

関町図書館

1/16㈰

1/14㈮～16㈰

小竹図書館

1/18㈫

1/26㈬～30㈰

平和台図書館

1/19㈬

1/18㈫～23㈰

光が丘区民センター2階

1/22㈯

1/21㈮・22㈯

▶場所：光が丘区民センター3階

ボッチャやペガーボールを
体験してみよう！

おもちゃ作りや手話教室など
が楽しめる！

ワークショップ・ユニバーサルスポーツ体験会の申し込み
区民協働交流センター
（ココネリ3階）
や協働推進課
（区役所本
庁舎9階）
、区ホームページにある案内で内容や時間を確認の上、
区民協働交流センターへ

地区区民館

サルスポーツ体験会を通じて知ることができるフェスタです。

ワークショップ・パネル展
場所

17㈪17：00～20：00

1/22土

オンラインで配信します！

ワークショップやパネル展の様子、地域活動団体の紹介動画
などを配信します。
YouTubeで
「練馬区立区民協働交流センター
チャンネル」
と検索してください。▶時間：午後1時30分～4時

