
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、

練馬区情報番組 8月の放送内容
【  1日～15日】●“農の風景”広がる高松を散策
【16日～31日】●熱いぞ！ねりまのスポーツキッズ

認知症予防脳活プログラムで
仲間づくりしませんか！
　脳を鍛え、認知機能の低下を予防する講座です。参加を希望する方は、
区ホームページにある募集要項をご覧の上、9月6日（必着）までに申し込ん
でください。　※募集要項の送付を希望する方は、8月18日㈭までに電話
で介護予防係へ。▶対象：自分で通える区内在住の65歳以上で、脳活プロ
グラム終了後もグループで活動を続けられる方　※要介護認
定を受けている方を除く。▶問合せ：介護予防係☎5984-2094

募集要項はコチラ ▼

プログラム名 日時・場所など

SNS交流編
▶日時：10/13～来年1/19の毎木曜Ⓐ10:00～12：00Ⓑ13:30
～15:30【11/3、12/29、1/5を除く。12日制】▶場所：勤労福
祉会館▶内容：インターネット検索やLINEを通じた交流

脳活体操編
▶日時：10/14～12/2、来年1/13、2/10の金曜Ⓐ10:00～
11：30Ⓑ13:00～14:30【10日制】▶場所：ルネサンス富士見
台（貫井3-12-33）▶内容：頭と体を同時に使う運動や有酸素
運動にグループで取り組む

絵本読み聞かせ編
▶日時：10/18～来年2/14の毎火曜14:00～16:00【1/3を
除く。17日制】▶場所：サンライフ練馬▶内容：読み聞かせの
技術を習得し、子どもなどとの交流を目指す

　ひとり暮らし高齢者などが自宅で生活している様子をモニタリングし、異
常を検知した際に、離れて暮らす家族のスマートフォンに知らせるなど、
ICTを活用した見守りサービスが広がっています。
　高齢者やその家族が安心して暮らせるように、見守りICT機器の活用事例
を区ホームページや街かどケアカフェなどの講座で紹介します。
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：高齢者支援課管理係☎5984-4582

見守りＩＣＴ機器を活用
してみませんか

　高齢者の体調に合わ
せて、エアコンを遠隔
操作できます。

温湿度を
センサーが感知！

事例
2

　スマートフォンに通知が
くるため、暮らしぶりを確認
できます。

ドアの開閉を
センサーが感知！

事例
1

離 れ て い て も 安 心

お知らせ❷
働く

ハローワーク池袋就職面接会
　ハローワーク池袋と共催で就職面
接会を行います。　※参加企業名な
ど詳しくは、区ホームページでご覧
になれます。▶日時：8月30日㈫午後
1時～5時▶場所：ココネリ3階▶持ち
物：履歴書（写真貼付）、職務経歴書、
紹介状　※いずれも面接を希望する
企業数分。▶区の担当：中小企業振
興係▶申込：8月4日㈭から電話でハ
ローワーク池袋職業相談第1部門☎
5911-8609（部門コード41＃）

子育て世代の就活講座
～自分に合った働き方で就職！

▶対象：20歳未満のお子さんがいる
方▶日時：9月6日㈫午前10時～正午
▶場所：男女共同参画センターえー
る▶講師：ハローワーク池袋マザー
ズコーナー就職支援ナビゲーター▶
定員：25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 3996-9010
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）・年齢も、手話
通訳を希望する方はその旨も、8月
22日㈪までにお知らせください。

保育のお仕事セミナー
就職相談・面接会
　保育施設への就職を希望する方を
対象に、区内の保育事業者の紹介や
就職相談・面接会を行います。▶日
時：9月10日㈯午後1時～4時▶場

所：ココネリ3階▶定員：50名（先着
順）▶申込：電話または区ホームペー
ジ「電子申請」で保育人材育成係☎
5984-1708

自衛官など
▶問合せ：自衛隊東京地方協力本部
練馬地域事務所☎3991-8921

種目 対象 募集期間

防
衛
大
学
校

推薦・
総合選抜

高卒または
高専3年次
修了（見込み
含む）以上
21歳未満の方

9/5㈪～
9㈮

一般 10/26㈬
まで

防
衛
医
科

大
学
校

医学科 10/12㈬
まで

看護学科 10/5㈬
まで

航
空
学
生

海上
高卒または
高専3年次
修了以上
23歳未満の方 9/8㈭

まで

航空
高卒または
高専3年次
修了以上
21歳未満の方

一般曹候補生 18歳以上
33歳未満の方

9/5㈪
まで

自衛官候補生 随時

子ども・教育
「保育利用のご案内」（令和5
年度版）を配布
　認可保育園などへの申込書（保育
利用のご案内）の配布は、10月4日㈫
を予定しています。4月入園の申し
込み期限は11月18日㈮です。詳しく
は、10月の区報でお知らせします。
▶問合せ：入園相談係☎5984-5848

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の現況届をお忘れなく
　手当を受給中の方に、現況届など
の書類を発送します。8月31日（必着）
までに提出してください。現況届を
提出しないと、児童扶養手当は来年1
月振り込み予定分から、特別児童扶
養手当は11月振り込み予定分から手
当が受けられなくなります。▶問合せ：
児童手当係☎5984-5824

9月の赤ちゃん準備教室
～沐

もく
浴
よく
体験コース（平日）

▶対象：妊娠中の方　※家族1名の参
加も可。▶内容：お風呂の入れ方の
実習など▶持ち物：母子健康手帳▶
申込：電話またはファクスで①教室
名②住所③氏名（ふりがな）④電話番
号⑤出産予定月を、各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先 日程 定員
（先着順）

光が丘☎5997-7722
FAX5997-7719 16㈮ 16組

石神井☎3996-0634
FAX3996-0590 2㈮ 20組

関☎3929-5381
FAX3929-0787 5㈪ 10組

※�時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

9月の赤ちゃん準備教室
～沐浴体験コース（土・日曜）

▶対象：平日の参加が難しい妊娠中
の方　※家族1名の参加も可。▶内
容：お風呂の入れ方の実習など▶持
ち物：母子健康手帳▶申込：往復ハガ
キまたは区ホームページ「電子申請」
で①教室名（23はⒶⒷの別も）②
住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤

出産予定月を、8月15日（必着）まで
に各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先 日時 定員
（抽選）

1豊玉
（〒176-0012
豊玉北5-15-19）
☎3992-1188

17㈯
9：00～
11：00

30組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

3㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：30～
　16：30

各30組

3大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

10㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：00～
　16：00

各20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

9月の育児栄養歯科相談
▶対象：0歳児▶内容：育児・食事・
歯科相談▶持ち物：母子健康手帳▶
申込：開催日の1カ月前から電話で
各保健相談所へ　※おとなの歯磨き
相談も実施しています。希望する方
は、併せて申し込んでください。
場所（保健相談所）・

申込先 日時 定員
（先着順）

豊玉
☎3992-1188

7㈬9：00～
　  10：00 30名

北
☎3931-1347

9㈮9：00～
　  10：00 30名

光が丘
☎5997-7722

7㈬9：00～
　  10：30 30名

石神井
☎3996-0634

30㈮9：00～
　　 10：00 30名

大泉
☎3921-0217

12㈪9：00～
　　 10：00 20名

関
☎3929-5381

12㈪13：00～
　　 15：00 20名
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