電子メール HP ホームページ

催し・講座

図書館などで配布中の募集案内または

申込み 3 月19 日〜4 月 5 日に特別区

いて詳しくは、中野区勤労者サービスセ

3 月28日発行の生涯学習スポーツ情報

人事委員会事務局 HP で申し込みを

ンター HP をご覧になるか、電話で問い

紙「ないせす」4 月号をご覧ください

問合せ先

合わせを

産業振興センターの
インターネット配信講座
（2 件）

対象

区内在住・在勤の方、区内で創業

Ⅲ類・経験者・障害者選考は
就職氷河期世代を対象とする採用も

募集・求人

含め、6 月 24 日に試験案内を公表しま

7月から勤務する区職員
（管理栄養士）

す。申し込みの受け付けも同日から。

HP で詳しく

一時保育あり

自衛隊高円寺募集案内所
☎
（3318）
0818

高齢者・障害者のための
無料法律相談

介護資格保険料係／2 階
☎
（3228）
6537 （3228）
8972

応募に必要な書類や試験日、年齢の

中野区の案内はこちら
パンフレット「中野区職員採用案内」

基準日などについて詳しくは、募集案内

は、受験するみなさんを応援する1冊。

所へ問い合わせを。 ☆試験は延期や

記載事項

健康 ･ 福祉

65 歳以上の普通徴収の方へ
「介護保険料決定通知書」を
4 月上旬に郵送します

自衛官等

手話通訳あり

力をお願いします。

高齢者・介護

用課採用係☎
（5210）
9787

産業振興センター
（中野 2-13-14）
☎
（3380）
6946 （3380）6949
次の①②とも

特別区人事委員会事務局任

HPで

詳しく

介護保険料を納付書または口座振替

中野区成年後見支援センター
（中野 5-68-7 スマイルなかの内）
☎
（5380）
0134 （5380）0591

申込み 3 月22日〜4 月14日
（②は15

人事係／4 階
☎（3228）
8041

日）午後 5 時に産業振興センター HP で

対象

管理栄養士の免許を有し
（6 月

区の概要の他、職員からのメッセージな

中止となる場合があります

の住民税課税状況などを基に仮計算し

について弁護士や社会福祉士に相談で

申し込むか、電話、ファクスまたは直接、

30日までに取得見込みの方を含む）
、平

どを紹介しています。区役所 4 階 3 番

自衛隊幹部候補生
（一般・歯科・薬剤科）

たものです。

きます ☆一人当たり45 分程度

同センターへ。 講座名、氏名とふりが

成 3 年 7 月2日以降に生まれた方

窓口で配布中。ぜひご覧ください。

受験資格

な、電話番号、メールアドレス

を希望する方

①採択率が劇的にアップする、補助
金・助成金活用講座

配信期間 4 月17日
（土）
〜25日
（日）

②あなたの強みを徹底的に引き出し

（3228）
5649

対象

成年後見制度や遺言、相続など

☆国籍、性別不問

26 歳未満、一般・院卒者＝修士課程修

基に再計算した決定通知書は、7 月中旬

の方とその家族

勤務場所 区立保育園など

了者で 20 歳以上 28 歳未満、歯科＝20

に年金天引き
（特別徴収）
の方も含めた

日時 4 月 7 日・14 日・21日、いずれも

申込み 4 月15日午後 5 時までに電子

歳以上 30 歳未満、薬剤科＝ 20 歳以上

全ての方へ改めて郵送します。

水曜日、午後 2時から

申請で、人事係へ

28 歳未満

通知書に納付書が同封されていた方へ

☆ 5 月以降も原則月に3回、水曜日に開

☆選考
（筆記・面接）

受付期間 4 月28日まで

で 若干名。勤務条件や選
考日程などについて詳し

配信期間 4月24日
（土）
〜5月2日
（日）

人事係へ問い合わせを

詳しく

内容

令和 3 年度の住民税課税状況などを

くは、区 HP をご覧になるか、

公益活動推進係／5 階
☎
（3228）
5597 （3228）5620

この通知の保険料額は、令和 2 年度

一般・大卒程度＝22 歳以上

て、
「あなただけ」のファンを創る秘訣

「なかの生涯学習大学」令和3 年
度の第1学年の追加募集
HPで

（普通徴収）
で支払っている方が対象です。

◀区 HP でもご覧
になれます
▲区 HP

令和 3 年度特別区職員
（Ⅰ類）

HPで

人事係／4 階
☎（3228）
8041

詳しく

（3228）
5649

☆第 2回の

普通徴収の方は、口座振替が原則で
す。便利で確実な口座振替をぜひご利

後見支援センター HP をご覧になるか、

一般曹候補生
（第1回）

用ください。

同センターへ問い合わせを
会場 スマイルなかの

3 月下旬から民生委員が高齢者
調査を実施します

受付期間 5 月11日まで
HPで

詳しく

中野区勤労者サービスセンター
☎
（3380）
6941 （3380）
6943

区内事業所・商店で働いている方や事

催。日程について詳しくは、中野区成年

募集は6 月18日まで
受験資格 18 歳以上 33 歳未満

福利厚生サービス会員
エンジョイライフなかの

区内在住・在勤の高齢者・障害者

自衛官候補生

地域支えあい活動支援係／5 階
☎
（3228）
5582 （3228）
5620

受験資格 18 歳以上 33 歳未満
受付期間 年間で随時
予備自衛官補
（一般・技能）

申込み 3 月22日〜相談日の 7日前に
電話またはファクスで、中野区成年後
見支援センターへ。各日先着 2 人。
氏名とふりがな、電話番号、ファクス番

75 歳以上の高齢者のみで暮らしてい

号、催し名、相談希望日

Ⅰ類
（一般、土木・建築新方式）
の試験

業主、または区内在住の勤労者の方が

受験資格 一般＝18歳以上34歳未満、

る世帯を訪問し、生活状況や健康状態

☆担当する弁護士への案件依頼や弁護

した、3 年制の講座です。

案内は 3 月19日に公表。募集職種や受

対象です。事業主の方が従業員の会費

技能＝ 18 歳以上 53 歳 〜55 歳未満で

について伺います。心配なことがあっ

士の紹介は不可

開講期間・回数 5 月〜12 月、全 22 回

験資格などについて詳しくは、試験案

を負担する場合は、必要経費として計

国家免許資格等を有する方

たら相談を。
「緊急連絡カード」の作成

内または特別区人事委員会採用試験情

上できます。

受付期間 4 月9日まで

についても案内します。

参加費 5,000円
（年間）

報 HP で確認を。

特典 観劇・美術展等のチケットのあっ

申込み 電子申請か、往復ハガキで、公

試験案内配布場所 区民活動センター、

せん、レジャー施設の割引利用など

益活動推進係へ。4 月16日必着

図書館、区役所 4階 3 番窓口など

会費 月額 500円
（入会金 200円）

☆詳しくは、区 HP か、区民活動センター、

試験日
（一次） 5 月2日
（日）

☆サービス内容・申し込み方法などにつ

区内在住の 55 歳以上の方を対象と

（原則木曜日午後）

民生委員は必ず「民生児童委員証」を

▲こちらから
アクセス

携帯し、マスク着用や消毒など感染予

自衛隊高円寺
募集案内所 HP▶

防の対策を行います。訪問は15 分程度
で距離をとって実施。マスク着用の協

積水ハウスグループの

時金・
入居一
新料
更
・
金
礼

「自立型」サービス付き高齢者向け住宅

なし

グランドマスト中野若宮

施 設ではない。自立した生活を望む

60歳以上のためのサービス付き高齢者向け住宅。
それが「グランドマストシリーズ」
です。

自由な生 活

安 心 の 暮らし

健 康 は 食 事 から

参加費無料
完全予約制

個別内覧会

/27

3

土

第1部 10：30 〜
第2部 13：00 〜
第3部 15：30 〜

各回2組様限定【申込締切日：前日の18時まで】

●所在地/東京都中野区若宮3丁目27-2●交通/西武新宿線
「鷺ノ宮」
駅から徒歩6分
（約474m）
、
西武新宿線
「都立家政」
駅より徒歩3分
（約220m）
●総戸数/30戸●構造・規模/重量鉄
骨造3階建●建物用途/サービス付き高齢者向け住宅●登録番号/15013●賃料
（月額）
/156,000円~212,000円●共益費
（月額）
/20,000円●生活支援サービス費
（月額）
/1名入居
50,000円
（税別）
2名入居75,000円
（税別）
●敷金/月額賃料の1ヶ月分156,000円~212,000円●仲介手数料/月額賃料の1ヶ月分
（税別）
● 専有面積/37.00m²~47.21m²●契約形態/
普通賃貸借契約
（4年間）
●取引形態/仲介●設計・施工/積水ハウス株式会社●貸主/積和グランドマスト株式会社●募集
（仲介）
/株式会社 イチイ●広告有効期限/2021年3月末日

資料請求
ご見学についての
お問合せは

12

令和3年（2021年）3月20日号

国土交通大臣免許（１）第９１２９号（公社）東京都宅地建物取引業協会（公社）全国宅地建物取引業保証協会

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

0120-815-823

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー
tel.03-5350-3900 ホームページ／http://www.grandmast.jp
営業時間／9:00〜18:00

（夏期・冬期休業は別途ございます）
定休日／土曜日・日曜日・祝日

令和3年（2021年）3月20日号
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