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 ❶
予防接種に関する事務の
特定個人情報保護評価書
（素案）にご意見を
新型コロナウイルスワクチン接種
では、国が構築したワクチン接種記
録システム
（VRS）
を使用しています。
このシステムで新たな特定個人情報
（マイナンバーを含む個人情報）
を取
り扱うため、特定個人情報保護評価
書の再評価を行います。素案の全文
や意見の提出方法など詳しくは、お
問い合わせいただくか区ホームペー
ジをご覧ください。▶問合せ：住民接
種 担 当 課 ☎5984-1475 FAX 39936553

練馬大根を育ててみませんか
〜種を無料で配布

▶対象：区内在住で栽培できる土地
がある方 ※練馬大根は約80㎝の
長さになるため、プランターでの栽
培はできません。▶日時：8月2日㈫
午前9時から▶配布場所：石神井公園
ふるさと文化館、ねりま観光案内所、
石神井観光案内所、都市農業課
（区
役所本庁舎9階）▶配布数：700袋
（1
人1袋まで。1袋約20本分） ※なく
なり次第終了。▶問合せ：都市農業
課農業振興係☎5984-1403

練馬光が丘病院運営連絡
協議会の区民委員を募集
練馬光が丘病院は、区民の皆さま
の意見・要望を病院の運営に反映さ
せるため、病院運営連絡協議会を設
置しています。区民や学識経験者な
どで構成され、年2回程度、平日の
昼間に開催します。 ※謝礼あり。
▶対象：区内在住の方▶任期：10月か
ら2年間▶募集人数：4名
（選考）
▶区
の担当：医療環境整備担当係▶申込：
「練馬光が丘病院に期待すること」
を
テーマとした小論文
（1,200字程度。
様式自由）と①住所②氏名
（ふりが
な）③年齢④電話番号⑤職業⑥医療
に関わった経験
（ある方のみ）
を記入
したものを、9月2日
（必着）
までに郵
送で〒179-0072光が丘2-11-1 練
馬光が丘病院☎3979-3611

ユニバーサルデザイン講座
だれもが出掛けたくなるまちをつ
くるために、必要な環境整備のあり
方を考えます。▶日時：9月4日㈰午後
1時30分～5時▶場所：ココネリ3階▶
講師：東洋大学人間科学総合研究所
客員研究員／川内美彦ほか▶定員：
20名
（抽選）
▶申込：電話またはファク

スで①講座名②住所③氏名
（事業者の
場合は事業者名も）
④電話番号⑤電子
メールアドレス
（ある方のみ）
を、8月
25日㈭までにみどりのまちづくりセ
ンター☎ FAX 3993-5451 ※同ホー
ムページ
（https://nerimachi.jp/）か
らも申し込めます。 ※手話通訳・
点字資料などを希望する方は、8月
22日㈪までにお知らせください。

コミュニティ助成事業で
備品を整備
（一財）自治総合センターのコミュ
ニティ助成事業（※）による宝くじの
助成金を受け、桜台自治会が自治会
館で使用する備品を整備しました。
※コミュニティ活動の促進と健全な
発展を図るとともに、宝くじの社会
貢献広報を目的としています。▶問
合 せ：地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 支 援 係 ☎
5984-1039

障害者フェスティバルに
参加しませんか
12月3日㈯に光が丘区民センター
とその周辺で開催予定の障害者フェ
スティバルの参加者
（団体）
を募集し
ます。参加者
（団体）
には、事前準備
から実行委員として、企画・運営に
携わっていただきます。 ※保険料
などの費用が掛かります。▶内容・
対象：Ⓐ模擬店…区を拠点に活動し
ている非営利の障害者関係団体Ⓑ作
品展示…非営利の障害者関係団体や
区内在住・在勤
（在学）
の障害のある
方と家族▶申込：電話またはファクス
で①住所
（団体の場合は所在地）
②氏
名
（団体の場合は団体名と代表者の
氏名）
③電話番号④ファクス番号
（あ
る方のみ）
⑤参加内容
（ⒶⒷの別。複
数参加も可）
と簡単な内容説明を、8
月10日㈬までに障害者施策推進課管
理係☎5984-4598 FAX 5984-1215

事業者向け
台風や地震に備え
看板の安全点検を
雨や風などにより看板（屋外広告
物）に腐食やゆるみ、亀裂などが発
生しやすくなります。落下・倒壊・
飛散事故を防ぐため、広告主の方は
安全点検の実施をお願いします。▶
問合せ：道路占用係☎5984-1956

環境・リサイクル

令和4年
（2022年）
8月1日

クとして出すと、運搬・処理過程で
の火災の原因となり危険です。加熱
式たばこなどリチウムイオン電池を
使った製品は、不燃ごみに出してく
ださい。▶問合せ：清掃事務所
【〒176・
179 の 方 … 練 馬 ☎ 3992-7141、
〒177・178の方…石神井☎39281353】

住まい・まちづくり
都営住宅の入居者を募集
（都公募分・地元割当分）
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。 ※都公募分と地元割当
分は、それぞれの申し込み資格を満
たせば、両方に申し込めます。 ※
地元割当分は、65歳以上の単身者向
け5戸。▶申込書・募集案内の配布期
間：8月9日㈫まで▶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）
、住宅課
（同13階）
▶問合
せ：都公募分…東京都住宅供給公社
☎3498-8894、地元割当分…住宅課
住宅係☎5984-1619

福祉・障害のある方
原爆被爆者の方に見舞金を支給
初めて申請する方は、8月12日㈮ま

個人事業税

でに電話で申請書を請求してくださ
い。昨年受給した方には、
見舞金支給
決定通知書を9月下旬までに郵送しま
す
（申し込みは不要です）
。住所や金
融機関、
口座番号が変わった方はご連
絡ください。▶対象：8月1日現在、
区
内在住で被爆者健康手帳を持ってい
る方▶見舞金：年額1万2500円▶申込
先・問合せ：障害者施策推進課管理
係☎5984-4598 FAX 5984-1215

ボランティア
障害のある方へのIT支援
ボランティア養成講座
（初心者向け）
障害のある方へのパソコンなどの
活用を支援するために必要な技術や
知識を学ぶ講座です。▶対象：講座
修了後に区内で障害のある方へIT支
援のボランティアができる方▶日
時：9月11日㈰午前10時〜午後3時
30分▶場所：中村橋区民センター▶
講師：NPO法人練馬ぱそぼらん会員
▶定員：10名（抽選）▶費用：1,000
円 ▶ 申 込：往 復 ハ ガ キ ま た は 電 子
メールで①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤電話番号を、8月
30日（ 必 着 ）ま で に 〒176-0021貫
井1-9-1 中村橋福祉ケアセンター
☎3926-7211 Eメール sinshocenter01
＠city.nerima.tokyo.jp

第1期分の納期限は8/31㈬

新型コロナウイルスの影響で納付が困難なときは、猶予できる場合が
あります。詳しくは、東京都主税局ホームページ
（https://www.tax.
metro.tokyo.lg.jp/）
をご覧いただくか、お問い合わせください。 ※所
得税や個人事業税の申告期限の延長などにより、納税通知書の発送が9
月以降となる場合があります。その場合、納税通知書に記載の納期限ま
でに納付してください。▶問合せ：豊島都税事務所☎3981-1211

平和祈念の黙とうを
原爆死没者のご冥福を祈り、世界の恒久平和の実現を願って、次の時
刻に1分間の黙とうをささげましょう。▶問合せ：総務係☎5984-2600
広島市…8月6日㈯午前8時15分 長崎市…8月9日㈫午前11時2分

ごみの分別にご協力を

〜リチウムイオン電池を使った
製品は不燃ごみへ

リチウムイオン電池を使った製品
を、可燃ごみや容器包装プラスチッ

8月1日は区の誕生日！
昭和22年8月1日、練馬区は板橋区から分離・独立し、23番目の
特別区となりました。分離・独立から今年で75周年を迎えます。

の
「（仮称）都立練馬児童相談所」
設置に関するオープンハウスを開催
問合せ

東京都家庭支援課☎5320-4093

都は令和6年度に「（仮称）都立練馬児童相談所」を、区の子ども家
庭支援センターと同一施設内に設置します。都の職員が設置計画な
どについて説明し、質問にお答えします。 ※当日の資料は、8月26

8/10㈬
11:00

Jアラートの試験放送を実施

無線放送塔からJアラート
（全国瞬時警報システム）
の試験放送を行い
ます。放送内容は、自動音声応答サービス☎0120-707-111でも確認でき
ます。▶問合せ：防災施設係☎5984-2602

3

日㈮から東京都ホームページ
（https://www.fukushihoken.metro.
tokyo.lg.jp/jicen/oshirase/nerima̲info.html）でもご覧になれま
す。▶日時：Ⓐ8月26日㈮午後6時〜8時Ⓑ28日㈰午後2時〜4時▶場
所：Ⓐ練馬区職員研修所
（豊玉北5-27-2）Ⓑ子ども家庭支援センター
（豊玉北5-28-3）
▶区の担当：こども施策企画課▶申込：当日会場へ

