最新の情報は、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。

お知らせ
ひとり親家庭向け
訪問型学習支援事業を実施
自宅に学習支援員を派遣し、お子
さんの学習の支援と保護者の悩み相
談を行います。▶対象：区内在住の小
学4年～中学2年生のお子さんのいる
家庭で児童扶養手当を受給してい
る、または同様の所得水準であるひ
とり親家庭など▶日時：8月～来年3
月の月3回
（1回2時間）▶定 員：35世
帯
（選考）
▶区の担当：ひとり親家庭支
援係▶申込：電話で㈱トライグループ
☎6684-1087
（日曜、祝休日を除く
午後1時～10時）

福祉・障害のある方へ
初心者向け障害者パソコン教室
▶日時：6月14日㈰ 1 午前9時30分
～ 正 午 2 午 後1時30分 ～4時 ▶ 場
所：中村橋福祉ケアセンター▶定員：
12 各4名（抽選）▶費用：1,000円
▶申込：電話またはファクスで①教
室名
（ 12と A～ Eの別も）②住所
③氏名
（ふりがな）
④障害名と手帳の
種類⑤電話番号またはファクス番号
（ある方のみ）を、5月25日㈪までに
中村橋福祉ケアセンター☎39267211 FAX 3970-5676 ※ 手 話 通
訳が必要な方は、その旨もお知らせ
ください。 ※介助が必要な方は、
介助者を同伴してください。
コース

対象

Aパソコン入門

次のいずれかを
Bワード（文書作成など） お持ちの方
・愛の手帳
Cエクセル（表計算など）・身体障害者手帳
・精神障害者保健
Dタ ブレッ ト（携帯端 福祉手帳
末）相談・体験
E視覚障害
（読み上げソフト）

身体障害者手帳
を持っている視
覚障害のある方

※A は以前受講した方、BCはパソコン
の基本操作・文字入力ができない方は
受講できません。

働く

▶対象：次の①②のいずれかに当て
はまる方 ①社会福祉士・精神保健

⃝この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。
⃝掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。
⃝場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

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30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：①時給1,341円②時
給1,147円③④時給1,093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

氷川台福祉園の1日外出行事
の介助者
福祉園は、18歳以上の障害のある
方が通う施設です。年30回程度行
う1日外出行事
（園外活動）で利用者
の介助をしていただく方を募集しま
す。▶対象：18歳以上の方▶日時：5
月～12月の平日午前9時15分～午後
3時15分 ※詳しい日程は、お問い
合わせください。▶謝礼：1日6,000
円▶申込：電話またはファクスで①
園外活動行事の介助者②氏名
（ふり
がな）
③電話番号④ファクス番号
（あ
る方のみ）
を、氷川台福祉園☎39310167 FAX 3931-2477

時30分～午後7時▶場所：練馬区社
会福祉協議会
（豊玉北5-14-6 新練
馬ビル5階）
▶定員：12名
（抽選）
▶費
用：1万1500円
（区内在住の方、区内
福祉有償運送団体所属の方は6,500
円）
▶申込：電話またはファクスで申
込用紙を請求の上、6月17日㈬まで
に直接、練馬区社会福祉協議会☎
3992-5600 FAX 3994-1224 ※申
込用紙は同ホームページ
（https：//
www.neri-shakyo.com/）にも掲載
しています。

事業者向け
工業統計調査にご協力を
～製造業を営む皆さまへ

製造業を営む事業所に、5月中旬
以降に調査員が伺います。ご協力を
お願いします。 ※調査結果は、統
計の目的以外には使用しません。▶
問合せ：統計係☎5984-2459

有料広告を募集
消費者だより「ぷりずむ」
申し込み方法など詳しくは、区
ホームページをご覧ください。▶掲
載位置：裏表紙▶広告サイズ：縦55
㎜×横185㎜▶料金：3万円▶刷色：2
色
（色指定不可）
▶発行月：7月▶発行
部数：2万部▶配布先：町会・自治会、
商店会、区立保育園・幼稚園、区立
施設など▶申込期限：5月29日㈮▶
問合せ：消費生活係☎5910-3089
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お休みします
〈春日町図書館☎5241-1311〉
…5月
25日㈪～29日㈮
【館内整理のため】

子ども・教育
小中学校就学相談（特別支援教育）
来年4月に小中学校の特別支援学
級
（知的障害や発達障害などのある
お子さんが通う学級）
などへの就学
を考えている方を対象に、就学相談
を行います。▶申込期間：6月～12月
▶申込：電話で就学相談係☎59845664 ※区ホームページからも申
し込めます。 ※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、就学相談説
明会は中止します。

明るい選挙啓発ポスターを募集
選挙について感じることを表現し
た絵や、みんなが選挙に行きたくな
るような絵をお送りください。応募
者全員に記念品を差し上げます。▶
対象：区内在住
（在学）
の小学生～高校
生▶申込：四つ切り
（54.2㎝×38.2㎝）
または八つ切り
（38.2㎝×27.1㎝）
の
画用紙に描いた作品の裏右下に①住
所②氏名
（ふりがな）
③学校名・学年
④電話番号を記入の上、9月11日
（必
着）
までに持参または郵送で〒1768501区役所内選挙管理委員会事務
局
（本庁舎16階）
☎5984-1399

自転車の交通違反を指導します
都は自転車のルール・マナーの普及啓発のために、東京都自転車安
全利用指導員制度を開始しました。
事故が多発する交差点などに指導員を配置し、信号無視や一時不停
止などの違反行為を指導します。事故を未然に防止するとともに、違
反した方に対し交通ルールを説明し、マナーの向上につなげます。▶
区の担当：安全対策係▶問合せ：東京都交通安全課☎5388-3124

ボランティア
福祉有償運送運転者講習会

スクールソーシャルワーカー
【会計年度任用職員】

区 民 の ひ ろ ば

福祉士・臨床心理士・公認心理師の
いずれかの資格がある②福祉または
教育に関する専門的な知識・経験が
ある▶期間：7月～来年3月▶日時：
月～金曜午前8時30分～午後5時15
分（月16日）▶場所：学校教育支援セ
ンター▶採用人数：1名（書類選考・
面接）▶報酬：月額24万97円 ※交
通費支給。 ※期末手当・社会保
険あり。▶申込：学校教育支援セン
ターや区ホームページにある申込書
（写真貼付）を、5月27日（必着）まで
に学校教育支援センター☎︎63859911

令和2年
（2020年）
5月15日

障害のある方や高齢者の送迎を行
う有償運転ボランティアになるため
の講習会です。乗降介助の方法など
を学びます。▶対象：運転免許証を
お持ちの方▶日時：6月27日㈯午前8

（カ ■ 中国語サロン ①初級者②中級者対象 ■ 詩吟
（漢詩・短歌・新体詩など）
■ 抒情歌・シャンソンを歌う会
ンツォーネ・映画音楽など） ①月 毎火曜①午後1時～2時②午後2時10分 富岳流日本吟詠会桜台教場 月3回

4回 ② 月2回 月 曜 午 後1時30分 ～3時
30分 生涯学習センター分館 ①②
とも入会金2,000円 月会費①4,500
円②3,000円 教材費月1,000円 初
回は無料体験可 岡本☎3922-7917
■ ウクレレサークル プナレア 中
■ リラックスヨガ練馬春日町 毎 高年齢の初心者対象 月2回金曜午後
火・金曜午後2時～3時、毎土曜午前 1時～3時 北大泉地区区民館 講師
10時30分～11時30分 春日町図書館 梁瀬喜久雄 月会費3,000円 初回は
など 会費1回800円 事務局☎090- 無料体験可 年1回発表会あり 濱☎
8439-6756
080-5507-2845
（要予約）
（愛唱歌など） 中高年
■ フラダンスサークル ハラカヒ ■ コール春日
キ 初心者対象 第1・2・4木曜午後 齢者対象 月2回木曜午前10時～正午
6時15分～7時45分 サンライフ練馬 練馬文化センターなど 入会金1,000
月 会 費3,500円 小 笹 ☎080-6549- 円 月会費3,000円 教材費月1,000
2948
（要予約）
円 岩下☎3994-5020
（要予約）

情報あらかると

～4時 光が丘地区区民館など 月会 月曜午前10時〜正午 桜台地域集会 ここで紹介する事業は､区が支援したり､
費①4,000円②4,500円 教材費2,490 所 月会費2,750円 初めの1カ月は 官公署などが実施したりするものです｡
円 初回は無料体験可 須加☎090- 無料体験可 朝妻☎080-1283-0483
リサイクル・マーケット
4414-6932
（要予約。午後6時～9時） （要予約）
（エアーマスク ▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
■ スマホなんでも相談教室 毎水曜 ■ 明るい街造り運動
午前9時～11時 石神井公園区民交流 の紹介、本まぐろの試食会） 築地 名③電話番号を、6月2日
（必着）
までに
センター 高等専門情報工学の教員な 豊洲市場水産グループ 毎木曜～土 申込先へ ※700円以下の出店料が掛
どが指導 入会金2,000円 会費1回 曜午前10時～午後4時 文化交流ひろ かります。 ※車での来場・搬入はご
500円 荒木☎3904-3437
（要予約。 ば 参加費1回1,000円 石井☎080- 遠慮ください。
午前9時～午後9時）
5184-1374
（要予約）
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）
■ マジック 上石神井マジックパー ■ クラシックギター合奏・独奏 春 ▶ 日 時：6月7日 ㈰ 午 前10時 ～ 午 後0
ティー 初心者対象 第2・4土曜午後 日ギタークラブ 月4回日曜午後1時 時30分
（雨天中止）▶申込先：〒1772時30分～5時 上石神井南地域集会所 ～5時 春日町南地区区民館など 月 0035南 田 中4-7-10-301 リ サ イ ク
講師 内倉恒治 入会金1,000円 月 会費1,000円 初回は無料体験可 小 ル・タンポポ☎090-5423-8684
（先
会費1,000円 初めの1カ月は無料体験 西☎6875-8246
（要予約）
着80店。問い合わせは午後7時～9時）
可 一上☎090-4722-8569
（要予約）

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

