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催し・講座
産業振興センターの講座
（2 件）
産業振興センター
（中野 2-13-14）
☎
（3380）
6946 （3380）6949

区民のための
パソコン・スマホ入門講座
中野区シルバー人材センター
☎（3366）
7971 （3366）
7998
対象 区内在住・在勤の方
内容・日時

特別区の区立幼稚園教員

募集・求人

パソコン入門＝ 4 月 21日

IT 専門支援員
（会計年度任用職員）
HPで

詳しく
情報政策推進係／6 階
☎
（3228）
8807 （3228）
5646

HPで

詳しく

教職員係／5階
☎
（3228）
8861

（3228）
5682

「中野区自転車等駐車対策協議会」
区民委員
HPで
詳しく

自転車対策係／8 階
☎
（3228）
8063 （3228）
5675

一時保育

手話通訳

記載事項

円
（所得税込み） ☆交通費支給なし
提出書類 「応募の動機」を800 字程度
（書式自由）
申込み

提出書類をファクス、郵送ま

対象 区内在住の方

たは直接、自転車対策係へ。4 月 25 日

先は特別区
（大田区・足立区を除く）
の区

活動内容

必着。選考で 2 人。 住所、氏名とふり

募集は①②の2種類で、いずれも勤務

区の自転車の駐車対策や活

次の①②とも、4 月6日から産業振興

（木）午前10 時～午後 3 時、スマホ基礎

情報システムのプロジェクトマネジメ

立幼稚園です。内容について詳しくは、

用についての審議など

センター HP で申し込みを。詳しくは、同

＝ 22 日
（金）午前 10 時～正午、スマホ

ントに関する知識や実務経験がある専

特別区人事・厚生事務組合 HP をご覧にな

任期 5 月
（予定）から 2 年間

センター HP をご覧ください。

LINE ＝22 日
（金）午後 1時 30 分～3 時

門職を2人募集します。

るか、配布中の案内を確認してください。

は平日昼間、区役所で年 4～5回程度

☆結果は、全応募者に郵送。詳しくは、

30 分

勤務期間 7月1日～来年3月31日
（任

申込み先 特別区人事・厚生事務組合教

報酬

区 HP で確認を

会場 中野区シルバー人材センター北部

期満了後に更新の場合あり）

育委員会事務局人事企画課採用選考担

タートアップ準備講座

分室
（〒165-0033 若宮 3-15-12）
、同南

申込期間 4 月21日～5 月13日

当
（〒102-0072 千代田区飯田橋 3-5-1

対象

部分室
（〒164-0012 本町 6-17-12）
、同

☆申し込み方法や要件

東京区政会館17階）

を希望する方

江古田分室
（〒165-0022 江古田 4-14-

などについて詳しくは、

案内配布場所

配信期間 5 月7日
（土）
～15日
（日）

11）

区 HP をご覧ください

または前記申込み先

申込期限 4 月28日午後 5時

申込み

区立保育園会計年度任用職員
（登録者）
HPで

①教員採用候補者

区立保育園係／3 階
☎
（3228）
8906 （3228）
5667

いる
（来年 4 月1日までの取得見込み含

職種（6 種） 保育補助、短時間保育補

申込み 5 月6日までに特別区人事・厚

助、用務補助、調理補助、一般看護師、栄

生事務組合 HP から申し込むか、郵送
（消

養士

印有効）
で、前記申込み先へ

勤務期間 来年3月31日まで ☆勤務

問合せ先 ☎
（5210）
9857

①ゼロから起業したい人のためのス
区内在住・在勤の方、区内で創業

ライン

往復ハガキで受講を希望する

会場へ。4月12日必着。抽選で各回6人

②自分らしく輝きたい女性のための

（計 54 人）
。 講座名・会場、住所、氏名

再就職支援講座
（全 3 回）

とふりがな、電話番号
（返信用にも住所、

対象

氏名） ☆結果は、4月15日までに郵送

区内在住の方、区内企業への再

就職を希望する方
日時 5 月24日、6 月21日、7 月26日、
いずれも火曜日、午後 1時 30 分～3 時
ズーム

30 分 ☆ Zoomを利用
申込期限 5 月11日午後 5時

東京都子育て支援員研修
「地域保育コース」

HPで

詳しく

（公財）東京都福祉保健財団
子育て支援員担当 ☎
（3344）
8533

詳しく

対象

区役所 5 階 15 番窓口

幼稚園教諭普通免許状を持って

む）
、昭和63年4月2日以降に生まれた方

日数・時間は調整可
時給 1,041円～1,556円 ☆職種、資

②臨時的任用教員採用候補者

として就業する意欲のある方

格の有無などにより異なります。保育補

対象

配信期間 第1回＝5月14日
（土）
～24

申込期限 4 月15日
（必着）

助は無資格・未経験の方も歓迎

いる方

日
（火）
、第 2 回＝6 月11日
（土）～21日

☆募集案内は、東京都福祉保健財団 HP

申込み 電子申請か、所定の登録申込書

申込み 郵送で、前記申込み先へ

（火）
、第3回＝7月16日
（土）
～26日
（火）

でダウンロード可。区役所 5階1番窓口

を郵送または直接、区立保育園係へ

☆新規申込者の選考は毎月実施。更新

でも若干数配布。この研修制度全般に

☆欠員などの状況に応じて随時面接を

申込者は6 月選考

ついての問い合わせは、東京都福祉保

実施。登録申込書や勤務条件について

問合せ先 ☎
（5210）
9857

健局少子社会対策部計画課☎（5320）

詳しくは、区 HP をご覧になるか、区立保

4121へ

育園係へ問い合わせを

参加費 3,000円
（全回分）

対象

無料の動画配信もご利用を

☆申し込み方法は前記と同じ
◀︎産業振興
センター HP

都内在住・在勤で、子育て支援員

幼稚園教諭普通免許状を持って

がな、電話番号、性別、あれば所属する
☆会議

会議への出席 1回につき 3,000

区民団体や地域での活動経験

区民のみなさんの公益活動を応援します
公益活動推進係／5階 ☎（3228）
3251

（3228）5620

区は、公益活動を推進するため、次の委員・事業を募集します。詳しくは、
区 HP をご覧になるか、公益活動推進係へ問い合わせを。

「区民公益活動推進協議会」
区民委員
対象

公益活動団体への
助成事業

HPで

詳しく

区民の公益活動の推進に意

次のいずれも、区民公益活動団

欲的に取り組み、会議に積極的に参

体が行う事業が対象。内容・経費な

加できる18 歳以上の区内在住の方

どを審査した上で、対象となる経費

活動内容

総額の 3 分の 2 以内を助成します。

公益活動を行う区民団

体への助成の審査や公益活動の推

必要書類などについて詳しくは、区

進についての審議など

HP をご覧になるか、
区役所5階 9 番

任期 6月
（予定）
から2年間 ☆会

窓口で配布中の手引きをご覧くだ

議は年 5回程度
（うち2回は日曜日
午後、それ以外は平日夜間を予定）
報酬

会議 へ の 出席 1 回 に つ き

3,000 円
（所得税込み） ☆交通費
支給なし
提出書類 「応募の動機」と「区民

さい。 ☆申請する前に相談が必要

①区民公益活動推進基金からの
助成
助成限度額 1事業 30 万円

申込み 4 月11日～6 月 3 日に

koeki@city.tokyo-nakano.lg.jp、

公益活動推進に当たって思うこと」

郵送または直接、公益活動推進係へ

をあわせて800 字程度
（書式自由）

☆同じ団体の同一事業は 3 回まで

申込み 電子申請か、提出書類を郵

申請可。対象団体は、書類審査、プ

送または直接、公益活動推進係へ。

4 月 26 日必着。選考で 2 人。 住
所、氏名とふりがな、電話番号、生
年月日、性別、あれば所属する区民
団体や地域での活動経験
は、全応募者に郵送

☆結果

レゼンテーションで決定します

②区民公益活動に関する政策助成

助成限度額 1事業 20 万円で 1団
体につき2 事業、総額 40 万円

申込み 4 月11日～6 月10日に電

子メール、郵送または直接、対象と

なる各活動を担当する係へ
◀︎区 HP
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