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「災害時個別避難支援計画書」の
訪問調査を行います
地域支えあい活動支援係／5 階
☎
（3228）
5582 （3228）5620

通学路の安全確保にご協力を
学事係／5 階
☎（3228）
5459

（3228）
5680

10 月に、対象の方へ災害時個別避難

教育委員会では、保護者や地域の方

支援計画書作成のための調査用紙を郵

と協力し、平日及び授業日となっている

刑務所作業製品の展示即売会

平和企画展示
「いわさきちひろ平和のパネル展」

HP で詳しく

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
8860

日時 2 月8日
（月）
〜10日
（水）
午前10

内容

戦争下を生きた絵本画家のいわ

中小企業が出展する国内最大級の展

時〜午後 4 時

さきちひろさんの「戦火のなかの子ども

示会です。今年は1月20日〜2 月19日

産業振興係／9 階
☎（3228）8729 （3228）5656

詳しく

送しました。現在、これまでに回答がな

土曜日を中心に、登下校の見守りや防

会場 区役所1階区民ホール

たち」などを元にしたパネルを展示

にオンラインで開催されます。この展

犯パトロールなどを行っています。また、

☆当日直接会場へ。
（公財）矯正協会と

日時 1月13 日
（水）〜2 月 9 日
（火）午

示会に区が重点産業と位置付けるICT

しています。詳しくは、地域支えあい活

警察などと合同で通学路の安全点検を

の共催

前 6時 45 分〜午後10時 30 分

動支援係へ問い合わせを。 ☆訪問す

行っています。

20歳になったら国民年金に加入を
国民年金係／1 階
☎
（3228）
5515 （3228）5654

日本国内に居住している 20 歳以上
60 歳未満の方は、厚生年金加入者を除

者が特別出展。どなたでも無料で視聴

募集案内・申込書の配布 2 月1日〜9

よう、地域のみなさん、ドライバーのみ

へ。
（公財）いわさきちひろ記念事業団

できるので、ぜひご覧ください。

日に、区民活動センター、区役所 1階総

なさんも通学路の安全確保にご協力を

の協力により実施

☆視聴方法などについて詳しくは、産

合案内、同 9 階 4 番窓口、JKK 東京都営

業交流展専用 HP で確認を

住宅募集センター及び同窓口センター

お願いします。

で

催し・講座
暮らしの手続きと書類の相談
区民相談係／1 階
☎（3228）
8802 （3228）
5644

誰もが暮らしやすいまちにする

行政書士に相談できます

ことが確認できた方は、誕生日の約2 週

ユニバーサルデザインや日常の心掛け

▲戦火のなかの少女
いわさきちひろ／1972 年

区民のためのパソコン・スマホ入
門講座

産業振興センターのオンライン
講座
（4 件）
産業振興センター
（中野 2-13-14）
☎
（3380）
6946 （3380）
6949
次の①〜④とも
対象

期間 2 月2日
（火）
〜25日
（木）

業を希望する方

日時 2 月19日
（金）
午後1時〜4 時

会場

対象 区内在住・在勤でパソコン・スマー

申込み 1月12 日〜配信開始日の 3 日

間後に年金手帳等が届きます。資格取

☆一人当たり25 分以内

通り」西側 ☆当日直接会場へ

トフォン
（スマホ）
操作に慣れていない方

前
（④のみ 2 月 18 日）の午後 5 時に産

得の届け出は不要です。

会場 区役所1階専門相談室

内容・日時

業振興センター HP で申し込むか、電話、

☆収入が一定基準以下の場合、保険料

申込み 2月12日午前9時から電話で、

の「学生納付特例制度」または「免除・納

区民相談係へ。先着 6 人

付猶予制度」を利用できます。手続きな

☆毎月第 3 金曜日に実施。その他専門

どについて詳しくは、国民年金係へ問い
合わせを

性的マイノリティ区民講座

パソコン入門講座＝ 1 月

22日
（金）
午前10時〜午後 3時、スマホ

ファクスまたは直接、同センターへ。

基礎講座＝23日
（土）
午前10時〜正午、

講座名、氏名とふりがな、電話番号、メー

スマホ LINE 講座＝ 23 日
（土）午後 1時

ルアドレス

相談について詳しくは、区 HP をご覧に

平和・人権・男女共同参画係／4 階 詳しく
☎
（3228）
8229 （3228）
8860

なるか、区民相談係へ問い合わせを

内容

会場

アイ アム

ヒア

I Am Here「多様な性を生きる」

HPで

性的マイノリティの当事者とし

〜3時
中野区シルバー人材センター北

て幅広く活動する講師から、多様な性

部分室
（〒165-0033 若宮 3-15-12）
、同

行政書士会の相談会もご利用を

の基礎知識などを学びます

南部分室
（〒164-0012 本町 6-17-12）
、

偶数月第1金曜日

対象 区内在住・在勤・在学の方

同江古田分室（〒 165-0022 江古田 4-

＝南中野区民活動センター

日時 2月4日
（木）
午後6時30分〜8時

14-11） ☆いずれかの講座を1回のみ

奇数月第 2 金曜日

会場 区役所 7階会議室

受講可

＝鷺宮区民活動センター

講師

申込み

または住み替え予定の単身者向けに、

☆いずれも、午後1時〜4 時。当日直接

JAPAN 代表）

会場へ。1 月 15 日必着。抽選で各回 6

定期的な安否確認電話や死亡時の家財

会場へ。詳しくは、東京都行政書士会中

申込み 1月12 日〜2 月 3 日に電子申

人
（計 54 人）
。 受講希望講座名・会場、

整理費などの補償を行う民間事業者の

野支部☎ 0120
（404）
347 へ問い合わ

請か、電話、ファクスまたは直接、平和・

住所、氏名とふりがな、電話番号
（返信

サービスがあります。

せを

人権・男女共同参画係 へ。先着 30 人。

用にも住所、氏名）

一定の要件に合う方は、このサービ

浅沼智也氏
（TRANS VOICE IN

氏名とふりがな、住所、電話番号

往復ハガキで受講を希望する

☆結果は、1月19日までに郵送

スの初回登録料の助成が受けられます。
詳しくは、住宅政策係へ問い合わせを。
令和3年（2021年）1月11日号

募集案内に同封の申込書を渋

☆所得基準や申込期限などについて詳
しくは、募集案内をご覧ください。電話
での問い合わせは、申込書配布期間中
の平日午前 9 時 〜 午後 6 時に利用可。
期間外は JKK 東京☎
（3498）
8894 へ

区内在住・在勤の方、区内での創

中野区シルバー人材センター
☎
（3366）
7971 （3366）
7998

中野駅ガード下ギャラリー「夢

申込み

谷郵便局へ郵送

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
8860

をイラストで解説

区内在住の方が対象。相続手続

◀専用 HP はこちら

ユニバーサルデザイン普及啓発
パネル展

内容

☆土・日曜日、夜間は区役所 1階夜

間・休日窓口で受け取れます

▲過去の開催の様子

きや遺言書作成の方法などについて、

区内の民間賃貸住宅に住んでいる、

都内在住で、住宅に困窮してい

スポーツセンター内） ☆当日直接会場

義務付けられています。

住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）5669

対象

子どもたちが安心して学校へ通える

内容

「中野区あんしんすまいパック」
助成のご利用を

東京都住宅供給公社（JKK 東京）都営住
宅募集センター
☎ 0570
（010）810（ナビダイヤル）
る一定の所得基準内の世帯

き、国民年金に加入することが法律で
住民基本台帳情報で 20 歳になった

都営住宅
（家族向け・単身者向け・
シルバーピア）
入居者

ポートの関連産業を営む区内の18 事業

た時、老後や家族の働き手が亡くなっ
で暮らしを支えあうための制度です。

記載事項

平和資料展示室
（キリンレモン

国民年金は、病気やけがで障害が残っ
た時などに、働いている世代のみなさん

（情報通信技術）
・コンテンツやライフサ

手話通訳あり

募集・求人

HPで

地域自治推進係／5 階
☎
（3228）
5571 （3228）5620

会場

一時保育あり

区内事業者が出展
「ヴァーチャル産業交流展 2020」

かった方の自宅へ、区職員が順次訪問

る職員は職員証を携帯しています

8

HPで

詳しく

①中小企業のための信用保証協会徹
底活用術

配信期間 1月30日
（土）
〜2月7日
（日）

②働き方改革のためのタイムマネジ

メント

配信期間 2 月6日
（土）
〜14日
（日）

③オンリーワンを表現する発信ワー

クショップ

配信期間 2 月20日
（土）
〜28日
（日）

④見せるだけで注文が入る！チラシ・

パンフレットの作り方

日時 2 月24日
（水）
午後 6時 30 分〜8

とうきょう と こうりつちゅうがっこう や かんがっきゅう

東京都公立中学校夜間学級の
せい と ぼ しゅう

生徒募 集
世田谷区立三 宿 中 学校夜間学 級
（世田谷区太子堂 1-3-43）
☎ (3424)5255
中 学校夜間学 級 は、小・中 学校を卒
業していない方やいろいろな事 情 によ
り中 学校で十 分に学べなかった方のた
めのもので、都内 8 校 の 中 学校 で開設
しています。15 歳以 上 の方 であれば、
年齢・国籍に関係 なくいつでも 入 学 で
きます。教 材費などの実費は必要です
が、授 業 料 は無 料 です。
授 業 内容は国語や数学など9 教 科で、
一人ひとりの分かるところから学 習 を
始められます。卒業すると 中 学校の卒
業 資格を取得できます。
詳しくは、三宿中学校 へ問い合 わせ
を。

時30分 ☆Zoomを使用。先着100人

◀区 HP はこちら
区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和3年
（2021年）1月11日号
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