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。

お知らせ
若者自立支援事業
（ねりま若者
サポートステーション・居場所）
①利用説明会②家族懇談会
▶対象：15〜49歳の未就労やひきこ
もりなどの状態にある方の家族・支
援者▶日時：2月5日㈯①午後2時〜
3時②午後3時10分〜4時30分 ※
①は本人の参加も可。▶場所：男女
共同参画センターえーる▶定員：30
名
（先着順）▶申込：電話でねりま若
者サポートステーション☎58488341
（木・日曜を除く）

不動産公売を実施
入札には、保証金の納付が必要で
す。詳しくは、区ホームページをご
覧ください。 ※予告なく公売を中
止する場合があります。
▶対象物件：
土地付き建物
（土支田）
▶保証金納付
期間：2月10日㈭まで▶入札期間：2
月3日㈭〜10日㈭▶問合せ：債権回
収支援係☎5984-1291

条例・計画など

国が構築したワクチン接種記録シ
ステム
（VRS）の使用に伴い、特定個
人情報保護評価書の再評価を行いま
した。再評価にあたっては、区民意
見反映制度により、区民の皆さまか
らご意見を伺ったほか、専門家など
による第三者点検を受け、妥当性・
適合性が認められました。
評価書の全文は、区民事務所
（練馬
を除く）
や図書館
（南大泉図書館分室
を除く）
、区民情報ひろば
（区役所西
庁舎10階）
、保健予防課
（同東庁舎6
階）
、住民接種担当課
（同7階）
、区ホー
ムページでご覧になれます。▶問合
せ：住民接種担当課☎5984-1475

働く

事業者向け
ビ ジ ネ ス 講 座「 補 助 金 の 知
識と活用のコツ」
▶対象：経営者、創業を考えている
方▶日時：2月24日㈭午後6時〜8時
▶場所：ココネリ3階▶講師：中小企
業診断士／石村飛鷹▶定員：80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、2月21日㈪までに練馬
ビジネスサポートセンター☎67572020 FAX 6757-1014 ※同ホーム
ページ
（https://www.nerima-idc.
or.jp/bsc/）
からも申し込めます。

月2回〜週1回、会食の場の提供や
お口の体操講座などの介護予防活動
を行う事業者に、
補助金を支給します。

東京外かく環状道路
シールド工事に関する説明会
東 日 本・NEXCO中 日 本

日時
1/23㈰13:00〜14:30

は、東京外かく環状道路

1/23㈰16:00〜17:30

（関越〜東名）シールド工

1/28㈮18:00〜19:30

事における地表面陥没事

2月の健康相談などの日程
（無料）
内容

禁煙に関する相談
▶内容：禁煙外来を行っている医療機関の
紹介など

▶対象：次の①〜③のいずれかに当て
はまる方 ①幼稚園または小学校の
教員免許がある②保育士の資格があ

場所

補助229号線の都市計画変更素
案を説明します
（オンライン開催）

「東京における都市計画道路の在り
方に関する基本方針」
で示された補助
229号線(下石神井四丁目〜杉並区井
▶対象：区内在住・在勤
（在学）の15
草五丁目)の都市計画変更素案の説明
歳以上の方（中学生を除く） ※
を、東京都都市整備局ホームページ
は過去に受講した方は申し込めませ （https://www.toshiseibi.metro.
ん。▶日時：4月19日〜来年3月7日
tokyo.lg.jp/kiban/pamphlet/）
の火曜Ⓐ午前9時45分〜11時45分
でご覧になれます。▶視聴期間：2
Ⓑ午後6時45分〜8時45分
【祝日な
月5日㈯午後5時〜19日㈯午前0時
▶区の担当：交通企画課▶問合せ：東
どを除く。42日制】▶場所： 中村
橋区民センター 光が丘区民セン
京都街路計画課☎5388-3379 FAX
5388-1354
ター2階など▶定員： 各若干名
各25名（ 抽 選 ）▶ 受 講 料：2,400円 〈オープンハウスを開催〉
（ のみ） ※障害者手帳をお持ち
担当職員が質問などにお答えしま
とも教材費
の方は無料。 ※
す。▶日時：2月5日㈯午後5時〜7時
実費。▶申込：往復ハガキまたは区
▶場所：四宮小(杉並区上井草2-12ホームページ「電子申請」
で①講習会
26)▶申込：当日会場へ ※手話通訳
とⒶⒷの別も）②住所（区外
名（
あり。 ※保育室
（6カ月以上の未就
の方は勤務先〈学校名〉・所在地も） 学児対象）
を利用したい方は、1月28
③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号
日㈮までに電話で㈱小学館集英社
⑥応募動機⑦手話の学習歴を、2月
プロダクション☎3515-6896
（平日
18日
（必着）
までに〒176-0021貫井
午前10時〜午後5時）
。

第9期 練 馬 区 高 齢 者 保 健 福 祉 計
画・介護保険事業計画
（令和6~8年
度）の策定にあたり、高齢者基礎調
査や介護保険給付実績などの調査を
行う事業者を募集します。事業者の
選定は、プロポーザル（事業提案）方
式で行います。応募する事業者は、
高齢社会対策課
（区役所西庁舎3階）
や区ホームページにある募集要領を
ご覧の上、2月9日㈬までに申し込
んでください。▶問合せ：高齢社会
対策課計画係☎5984-4584

〜食のほっとサロン事業

住まい・まちづくり

手話講習会（ 中途失聴者難
聴者クラス 初級クラス）

健康相談
▶内容：病気や健診結果の見方、栄養、歯
科に関する相談

食に関する介護予防活動を
行う事業者に補助金を支給

1-9-1 中村橋福祉ケアセンター☎
3926-7211 FAX 3970-5676

福祉・障害のある方

第9期練馬区高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画策定
支援業務を行う事業者を募集

幼稚園介助員
【会計年度任用職員（サポー
トスタッフ〈登録制〉）】

国土交通省・NEXCO

応募する事業者は、高齢社会対策課
（区役所西庁舎3階）や区ホームペー
ジにある実施要項をご覧の上、申し
込んでください。▶問合せ：高齢社
会対策課介護予防係☎5984-2094

心身障害者
（児）
歯科相談
◆こころの健康相談
▶対象：不眠・無気力・もの忘れなどでお
困りの方、精神疾患の方や家族
◆うつ相談
▶対象：気持ちが沈む・悲観的になるなど
でお困りの方や家族
◆子育てこころの相談
▶対象：子育てで悩んでいる方
◆思春期・ひきこもり相談
▶対象：ひきこもりと思われる方の家族
（◎は、家族グループ相談のみ）
◆大人の発達障害相談
▶対象：18歳以上で発達障害と思われる方
◆酒・ギャンブルなど依存、家族相談
▶対象：依存症などでお困りの方や家族
認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

場所
豊
北
光
光
石
石
大
関
つ
豊
豊
北
光
石
大
関
北
石

事前に予約が必要です。

日程・受付時間
1㈫・8㈫ 13:30〜15:30
8㈫・22㈫ 13:00〜15:00
9:00〜11:00
10㈭
13:30〜15:30
22㈫
9:00〜11:00
1㈫
13:30〜15:30
17㈭
8㈫・24㈭ 13:00〜15:00
14㈪・28㈪ 9:00〜11:00
5〜26の毎土曜 13:00〜16:30
9:30〜12:00
4㈮
13:30〜16:30
16㈬
14:00〜16:00
17㈭
9:00〜11:00
24㈭
9:00〜10:30
15㈫
14:00〜16:00
10㈭
14:00〜15:30
10㈭
9㈬
14:00〜16:00
2㈬
14:30〜16:00

豊
9㈬◎
豊 25㈮

14:00〜16:00
9:30〜12:00

豊 28㈪

14:00〜16:00

光
2㈬
14:40〜16:20
石 24㈭
9:00〜10:30
25カ所の地域包括支援センター
で実施
（要予約）
。詳しくは、在宅
介護支援係☎5984-4597

区ホームページでご覧になれます

専門医のコラム

「みんなが知りたい、コロナのこと」
新型コロナウイルスの最新情報やワクチン3回目接種の効果など、5人
の医師が語るコラムを区ホームページで掲載しています。

泉新小

併せて、保健師による基本的な感染予防対策を動画で紹介します。ぜ
ひ、ご覧ください。▶問合せ：健康づくり係☎5984-4624

上石神井小

故の再発防止対策などを

テーマ
３回目接種に期待する効果

まとめました。区内では上表の通り説明会が開催されます。詳しくは、

救急医療の現場で起こっていること 順天堂練馬病院／杉田学

東京外かく環状国道事務所ホームページ（https://www.ktr.mlit.go.

子どもと新型コロナウイルス感染症 大泉生協病院／齋藤文洋

jp/gaikan/index.html）をご覧ください。▶区の担当：交通企画担当係

新型コロナウイルス感染後に症状が
練馬光が丘病院／小坂鎮太郎
残ったら

1/29㈯10:00〜11:30

▶申込：当日会場へ▶問合せ：NEXCO東日本東京外環工事事務所☎
0120-861-305

休日急患診療所

医師
練馬区医師会会長／伊藤大介

オミクロン株による第6波に備えて 大阪大学医学部附属病院／
我々ができることは？
忽那賢志

（区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
小児科 ①練馬区夜間救急こどもクリニック
内科・ 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

※予約不要。健康保険証が必要です。 小 児 科

5

豊⁝豊玉保健相談所☎3992・1188
※◆は事前に担当地域の保健相談所へご相談ください
北⁝北保健相談所☎3931・1347
︵担当地域は︑わたしの便利帳
﹁あなたを受け持つ
光⁝光が丘保健相談所☎5997・7722
窓口﹂
をご覧ください︶
︒
石⁝石神井保健相談所☎3996・0634
※診断書の発行ができる医療機関については︑
大⁝大泉保健相談所☎3921・0217
医療連携・在宅医療サポートセンター
関⁝関保健相談所☎3929・5381
つ⁝練馬つつじ歯科診療所☎3993・9956 ☎3997・0121へお問い合わせください︒

予防接種に関する事務の特定
個人情報保護評価書を再評価

る③障害児保育の経験がある▶期間：
4月〜来年3月
（再任する場合あり）
▶
日時：月〜金曜午前8時40分〜午後5
時の間の3〜7時間
（月20日以内）
▶場
所：Ⓐ北大泉幼稚園Ⓑ光が丘むらさき
幼稚園Ⓒ光が丘さくら幼稚園▶内容：
支援が必要な園児への介助▶採用予
定数：ⒶⒷ若干名Ⓒ11名
（書類選考・
面接）
▶報酬：時給1,341円 ※交通
費支給。 ※期末手当・社会保険あ
り。▶申込：学務課
（区役所本庁舎12
階）や区ホームページにある申込書
を、学務課幼稚園係☎5984-1347

令和4年
（2022年）
1月21日

▶受付時間：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。 ※①②は1/23㈰10：00〜16：30はお休みしま
す
（18：00〜21：30は受け付けします）
。

