電子メール HP ホームページ

中野区・杉並区「保育のおしごと
就職相談・面接会」

空き家でお困りの方へ
電話相談のご利用を

手話通訳

記載事項

募集・求人

住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）
5669

男女共同参画センター情報誌
「アンサンブル」企画・編集委員

「中野区ユニバーサルデザイン
推進審議会」区民公募委員

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
5476

日時 9 月 4 日
（日）午後 1時 30 分～4

内容

活動内容

時 30 分

よる相談

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
5476

めの情報誌の作成。会議は平日日中に

活動内容

の建築士や司法書士、税理士等に相談

会場

日時 8 月 19 日～9 月 30 日の毎週金

活動内容

2時間程度、計 2～3回開催

理や手続き等に不安がある方の支援

できます。近隣の空き家でお困りの方も、

15-1）

曜日
（9 月2日・23日を除く）
、午前10時

ン推進計画の改定内容の検討

☆無報酬。年度内に1回発行

対象 20 歳～66 歳の方

ぜひ相談を。

申込み 8 月15日から下記二次元コー

～午後 4 時
（正午～午後1時を除く）

対象

対象 区内在住・在勤・在学の方

日時 9 月 6 日
（火）午前 10 時 30 分～

相談専用電話 ☎︎ 0120
（500）
681

ドで申し込むか、電話で、杉並区産業振

会場 区役所1階区民ホール

度開催する会議に出席できる方

任期 9 月～来年 3 月

11時 30 分

☆平日午前 9 時～午後 5時
（正午～午後

興センター就労・経営支援係☎
（5347）

☆当日直接会場へ

報酬

申込み

会場 スマイルなかの
（中野 5-68-7）

1時を除く）

9077 へ。先着 60 人。 （生後 6 か月以

住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）5669
空き家の管理や解体、相続などにつ
いて、まちづくり推進土地建物協議会

産業係／9 階
☎
（3228）
8729

（3228）
5656

杉並区役所
（杉並区阿佐谷南 1-

上、定員あり）希望の方は、8 月 26 日ま

年金相談をする方は事前予約の
ご利用を
中野年金事務所
（中野 2-4-25）
☎
（3380）
6111
年金の請求や見込み額、被保険者記

でにあわせて申し込みを
☆杉並区、ハローワーク

希望する方は次の予約先へ原則、事前
予約をしてください。
予約受付専用電話 ☎︎0570
（05）
4890
☆ナビダイヤル。平日午前 8 時 30 分～

9 月の不動産相談

HPで

詳しく

オンライン研修による
人材育成のポイント

とっての男女共同参画」
（400 字程度、

☆詳しくは、アシストなかの HP や同窓口
で配布する募集チラシをご覧ください

☆結果は、9 月中旬に全応募者に郵送

時 30 分 ☆ Zoomを利用
HPで

詳しく

中野区国際交流協会
☎（5342）
9169 （3383）
0728

興センター HP で。先着 20 人

日本語指導員養成講座

HPで

詳しく

抽選で募集します。詳しくは、中野区国

中野区国際交流協会
☎
（5342）
9169 （3383）0728

際交流協会 HP をご覧ください。

内容

対象

指導員を養成します。10 月～11月に全

区内在住・在勤・在学の方、賛助

会員の方

区立小・中学校などでの日本語

6回 ☆ 9 月9日までの事前申込制。受

ゼ ロ

ください

申し込むか、電話で、同協会へ

ます。必ず事前予約を
対象 区内在住の方

◀申し込み
はこちら

日時 9月2日
（金）
・20日
（火）
・27日
（火）
、
☆一人当た

応急救護体験

シルバー人材センターの講座

区営住宅・福祉住宅 空き家入居者・補欠登録者
東京都住宅供給公社
（JKK 東京）
☎
（5467）
9361 ☆平日午前 9 時～午後 6 時
（正午～午後 1 時を除く）
区は、各住宅の募集事務を JKK 東京に委託しています。それぞれの対象など
について詳しくは、募集案内をご覧になるか、JKK 東京へ問い合わせを。
☆区営住宅は、公開抽選で入居者を決定。福祉住宅は、住宅困窮度の高い方か
ら順に登録。結果は、郵送でお知らせします
（電話ではお答えできません）
募集案内配布期間・場所
9 月1日～8日
平日午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時＝区
民活動センター、区役所 1階特別集
会室で
夜間、土・日曜日＝区役所夜間・休日
受付窓口で

申込み 所定の申込書を次のいずれ
かの方法で提出
郵送＝ 9 月1日～8 日の消印があり、
13日必着で JKK 東京へ
窓口＝9 月1日～8日の平日午前 8 時
30 分～午後 5 時に直接、区役所 1階
特別集会室内の特設窓口へ

自衛官等

HPで

自衛隊高円寺募集案内所
☎
（3318）
0818

詳しく

応募に必要な書類や試験日、受験資
格などについて詳しくは、自衛隊高円寺
募集案内所 HP をご覧ください。
募集職種・受付期間 防衛大学校
（推薦・
総合選抜）＝9 月5 日～9 日、防衛医科
大学校
（看護学科）
＝10 月5日まで、防
衛医科大学校
（医学科）
＝10月12日まで、
防衛大学校
（一般）
＝10月26日まで、航
空学生
（海・空）
＝9 月8日まで、一般曹
候補生＝9月5日まで
◀︎自衛隊高円寺
募集案内所 HP

中野区シルバー人材センター
☎
（3366）
7971 （3366）
7998
小・中学生の学習教室、英会話、書道、
万葉集講座。中野区シルバー人材セン
ターの会員から指導を受けられます。申

時から電話で、区民相談係へ。各日先着

中野消防署警防課救急係
☎（3366）
0119

6人

日時 9 月9日
（金）
午前 9 時 30 分～11

期間・回数 10 月からの 3 か月～半年、

☆毎月第 1 金曜日、第 3・第 4 火曜日に

時 30 分

週1～2回

実施
（祝・休日を除く）
。その他の専門相

会場 区役所正面玄関前

参加費

談について詳しくは、区 HP をご覧にな

☆当日直接会場へ。起震車体験
（雨天中

～6,000円 ☆入会金不要

るか、区民相談係へ問い合わせを

止）
もできます

令和4年（2022年）8月11日号

申込み 8 月12 日から電子申請か、区

4 人 ☆結果は、全応募者に郵送

申込み 8 月24日までに専用サイトで

相談日の前週の同曜日午前 9

トなかのへ。先着 20 人

日時 9 月13日
（火）
午後 6 時 30 分～8

内容

申込み

日必着。選考で 2～3 人。 作文「私に

約20 者が参加予定

しくは、中野区国際交流協会 HP をご覧

会場 区役所1階専門相談室

任期 12 月～来年 6 月

学の方は勤務先・通学先の名称と所在地

申込み 8 月12 日～9 月 8 日に産業振

高齢や障害等により金銭管

申込み 8 月12 日から電話で、アシス

は直接、同係へ。8 月25日必着。選考で

外国語講座

中野区社会福祉協議会アシストなかの
権利擁護事業担当（スマイルなかの内）
☎
（5380）
6444 （5380）0591

平和・人権・男女共同参画係へ。8 月 26

対象 区内中小企業者
ズーム

登録生活支援員募集説明会

円 ☆交通費支給なし

並区内の民間保育事業者

参加費 全回15,000円

り25 分以内

電子申請か、郵送または直接、

ふりがな、電話番号、職業、区内在勤・在

講要件や申し込み方法などについて詳

いずれも午後 1時～4 時

会議への出席 1回につき 3,000

配布する応募用紙をファクス、郵送また

会場 なかのZERO 西館
（中野 2-9-7）

どについて宅地建物取引士に相談でき

区内在住で、平日夜間に 5 回程

新宿との共催。中野区・杉

区民相談係／1 階
☎
（3228）
8802 （3228）5644

不動産の売買や賃貸借、更新な

中野区ユニバーサルデザイ

男女共同参画を推進するた

書式自由）と応募の動機、住所、氏名と

月～12 月
（全12回）
の欠員分受講生を、

催し・講座

区内の小規模建設事業者団体に

HP または平和・人権・男女共同参画係で

英会話、中国語、韓国語の 3 講座。9

午後 5時15 分

すまいのリフォーム相談

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

録などについて相談できます。相談を

8

一時保育

し込み希望の方は、同センターへ電話を。

講座の種類により月2,500 円

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和4年
（2022年）8月11日号

9

