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催し・講座

あき地は適正に管理しましょう
衛生環境係
（中野区保健所）
☎
（3382）
6662 （3382）6667

平和企画展示「中野の空襲」
平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
5476

土地建物無料相談会

史跡めぐり
「大谷資料館と栃木蔵の街」
中野区教育振興会
（野方 1-35-3 教育センター分室内）
☎
（3228）
5544 （3385）
9319

都市計画係／9 階
☎（3228）
8964 （3228）
5668

空襲では、中野の大半が焼け野原となり、

内容

アレルギー発症などの原因にもなり、環

対象

400 人以上の方が亡くなりました。

境衛生上も好ましくありません。

をお持ちの方

あき地に雑草が生い茂ると、美観を
損ねるだけではなく害虫の発生や花粉

区内在住または区内に土地建物

昭和 20 年
（1945 年）
5 月の山の手大

戦争が二度と繰り返されないよう、

認知症サポートリーダー養成講座
HPで

在宅療養推進係／6 階
☎
（3228）
5785 （3228）
8716

詳しく

内容

手話通訳

記載事項

「業務委託の提案制度」
事業実施団体

HPで

詳しく

公益活動推進係／5階
☎
（3228）
3251 （3228）5620

認知症の方に優しい地域づくり

公益活動を行う区民団体が、来年度

の活動を行うため、認知症看護認定看

区からの受託を希望する業務を提案す

見学できる宇都宮市の大谷資料館と栃

護師などから学びます

る制度です。区がまだ行っていない業

木市の歴史的な町並みを巡ります

対象

認知症サポーター養成講座を受

務も提案できます。区は、書類審査、ヒ

日時 6 月2日
（木）
午前 8時〜午後 6時

講済みで、修了後に中野区認知症サポー

アリングを経て、業務を委託する団体を

トリーダーとして活動する意思のある、

決定します。

大谷石の巨大な地下採掘場跡を

日時 5 月 30 日
（月）午前 10 時～午後

平和への願いを込めて、当時の写真を

危険もあるので、あき地の管理者は定

3時 30 分 ☆一人当たり30 分程度

展示します。

期的に見回り、雑草が長く伸びないうち

会場 区役所1階特別集会室

日時・会場

対象 18 歳以上の方

区内在住・在勤・在学の全回受講できる

申込み 5 月12日～6 月3日
（必着）
に、

に刈り取るなどの管理をお願いします。

申込み 5 月 26 日までの平日午前 10

5 月10 日
（火）～23 日
（月）午前 6 時 45

参加費 9,000 円

方

申請書に必要書類を添えて

☆自分で刈り取れない場合は、区に有

時～午後 4 時に電話で、まちづくり推進

分～午後10 時 30 分＝平和資料展示室

傷害保険料含む

日時 6月2日
（木）
・9日
（木）
・14日
（火）
、

city.tokyo-nakano.lg.jp、郵送 ま た は

料で委託もできるので相談を

土地建物協議会☎ 0120
（406）
239 へ

申込み 5 月13日からの平日午前 9 時

7 月14 日
（木）
、午前 10 時～正午。全 4

直接、公益活動推進係へ

センター内）

～午後 4 時に参加費を持って直接、中

回 ☆その他、6 月または 7 月にボラン

☆応募の手引きや申請書は、5 月12 日

5 月25日
（水）～6 月2 日
（木）午前 8 時

野区教育振興会へ。先着10 人程度

ティア体験を実施。ボランティア保険

から同係で配布。区 HP でもご覧になれ

料
（加入は任意）
は自己負担

ます

また、ごみの投棄や犯罪、火災を招く

☆同協議会との共催

不動産、住まいの無料相談会

（予定） ☆往復貸し切りバス

（新井 3-37-78 キリンレモン スポーツ

HPで

詳しく

上高田区民活動センター
（上高田2-11-1）
☆当日直接会場へ

詳しく

地域防災係／8 階
☎
（3228）
8930 （3228）5658

区内在住の方は、家庭用消火器や住

部との共催で、中野区居住支援協議会

高校生による国内最大規模の芸術文

（※）
も参加

たり30 分程度

11時～午後4時
（正午～午後1時を除く）
杉並支部☎
（3314）
0988へ。先着35 人

覧ください。

☆詳しくは、区 HP をご覧になるか、同協

☆区役所や消防署の職員が、訪問販売

会中野杉並支部へ問い合わせを

を行うことはありません。悪質な訪問

▲空襲で焼け野原と化した新井薬師付近
（昭和 20 年 5 月）

ロ

☆認知症サポーターについて詳しくは、

楽しめます。

企画係／4 階
☎
（3228）
5485

ついて詳しくは、大会公式 HP で確認を。
期間 7 月31日
（日）
～8 月4日
（木）

（3228）
5476

東北の復興に向けて、東北の元気を
全国に発信するための催しです。

▲大会公式 HP

中野区を含む東京 23 区は、この催し

区立保育園会計年度任用職員
（登録者）
HPで

詳しく

職種 保育補助、短時間保育補助、用務

応募書類の配布 5 月 6 日から、区 HP 、

補助、調理補助、一般看護師、栄養士

区役所 5階 7 番窓口で

勤務期間 来年 3 月31日まで ☆勤務

☆応募条件や申し込み方法などについ
て詳しくは、同係へ問い合わせを

ともに、東北 6 県の自治体との連携・協

時給 1,041円～1,556円 ☆職種、資

高齢者や障害者、ひとり親など、住まい

力関係を深めます。

格の有無などにより異なります。保育

探しが難しい方を支援します

開催日 5 月28日( 土 )・29日(日)

補助は無資格・未経験の方も歓迎

開催場所 秋田県秋田市

申込み

書を郵送または直接、区立保育園係へ
☆欠員などの状況に応じて随時面接を
実施。夏季プール保育補助の登録も募
立保育園係へ問い合わせを

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

着）

電子申請か、所定の登録申込

集。詳しくは、区 HP をご覧になるか、区

令和4年（2022年）5月5日号

を委託します。
申込期間 5月16日～27日午後5時
（必

団体、居住支援団体等が連携して設立。

に確認を。

区が審査の上、提案団体に事業の実施

区立保育園係／3 階
☎
（3228）
8906 （3228）
5667

日数・時間は調整可

◀︎詳しくは、東北絆
まつり HP で確認を

全・安心な活動拠点を設ける事業です。
地域の方の協力を得て、学習・スポーツ・

地域の育成団体からの提案を受け、

を応援し、被災地の復興を支援すると

▲とうきょう総文２０２２
大会マスコットキャラクター
ゆり―と

児童館等を活用して放課後や週末に安

に提供します。

募集・求人

※中野区居住支援協議会＝区や不動産

年数が経過したものは、交換を検討し

地域子ども施設調整係／5階
☎
（3228）
8884 （3228）5659

文化活動・交流などの機会を子どもたち

オンライン配信や観覧の申し込みに

「東北絆まつり 2022 秋田」に
出掛けませんか

「放課後子ども教室推進事業」
受託団体
（二次募集）

「放課後子ども教室」は、小・中学校や

ZERO やサンプラザなど身近な会場で

8 階14 番窓口で配布している案内をご

また、電池切れなどがないか定期的

な、電話番号

時
（正午～午後 1時を除く） ☆一人当

に電話で、
（公社）
全日本不動産協会中野

ましょう。

へ。先着 20 人。 住所、氏名とふりが

へ問い合わせを

か、区民活動センター、消防署、区役所

付けられています。交換の目安は10年。

ファクスまたは直接、在宅療養推進係

化の祭典です。開会式やパレード、演

申込み 5 月10 日～30 日の平日午前

警報器は、全ての住宅に設置が義務

chisyou@city.tokyo-nakano.lg.jp、

劇や合唱など 23 部門の大会が、なかの

あっせんを利用できます。

住宅用火災警報器は点検・交換を

申込み 5月6日～27日に電話か、 nin

日時 6 月 2 日
（木）午前 10 時～午後 4

ゼ

koeki@

会場 区役所他

区 HP をご覧になるか、在宅療養推進係

会場 区役所1階特別集会室

販売にはご注意を

詳しく

☆
（公社）全日本不動産協会中野杉並支

宅用火災警報器の購入・取り付けに区の
種類や価格について詳しくは、区 HP

HPで

第 46 回全国高等学校総合文化祭東京
都実行委員会事務局（東京都教育庁内）
☎︎
（5320）
7474

士などに相談できます。

消火器と住宅用火災警報器を
区であっせんしています
HPで

東京で初開催
「とうきょう総文2022」

全国高等学校総合文化祭東京大会

区内在住の方が対象。弁護士や税理
▲雑草は刈り取りましょう

☆昼食代・入館料・

30 分～午後 5 時
（最終日は 2 時まで）
＝

住宅政策係／9 階
☎（3228）
5581 （3228）
5669

10

一時保育

▲受託団体の一つ「夢発見！草っパラダイ
ス」のプレーパーク

令和4年
（2022年）5月5日号
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