
 保険・年金
公的年金等の源泉徴収票の送付

　老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金等）は、税
法上「雑所得」として所得税等の課税対象となります。
　老齢年金の年金収入が108万円以上（65歳以上の
場合は158万円以上）の方は、所得税等が源泉徴収さ
れます。
　2年中に「老齢年金」を受け取っている方には、日
本年金機構から1月中旬に「令和2年分公的年金等の
源泉徴収票」が送付されます。
　源泉徴収票は、年金以外に収入があり確定申告す
るときや、所得税等の還付を受けるときに必要となり
ます。 なお、「障害年金」や「遺族年金」は非課税で
す。源泉徴収票は送付されません。
問ねんきんダイヤル☎︎0570-05-1165（050から始ま
る電話は☎︎6700-1165）

 健康・福祉
（後期高齢者医療制度加入者）医療費等通知書
の送付

　東京都後期高齢者医療広域連合から、1月下旬に
「医療費等通知書」が送付されます。

　通知書には、「診療年月」「医療機関等名称」「医療
費等の総額（10割分）」「医療費等の自己負担分（1
割または3割分）」等を記載していますので、受診内
容等の確認をお願いします。
　なお、確定申告（医療費控除）の際に同通知書を添
付することで、2年1月～8月の診療等について、「医療
費控除の明細書」への記載を省略することができます。
ただし、2年9月～12月の診療等については、3年度の
発送となりますので、申告が必要な場合は「医療費控
除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。
対2年12月1日現在、後期高齢者医療の被保険者資
格があり、元年9月～2年8月に医療機関等で受診
し、医療費等（自己負担分＋保険者負担分）の合

計金額が5万円を超える月がある方　問東京都後期
高齢者医療広域連合お問い合わせセンター☎︎0570-
086-519、区国保年金課高齢者医療係☎︎5307-0651　
他全ての被保険者に送付するものではありません

 施設情報
荻窪だんだん公園の開園

　荻窪税務署（荻窪5-15-13）の屋上に、「荻窪だん
だん公園」が2年12月25日に開園しました。
内利用時間＝原則、月～金曜日午前9時～午後５時

（祝日、年末年始を除く）　問みどり公園課

高円寺区民事務所の仮移転日の変更

　セシオン杉並の大規模改修工事の実施に伴い、セ
シオン杉並内の高円寺区民事務所は地域包括支援セン
ターケア24松ノ木2階（松ノ木3-3-4）に仮移転します。
　2年8月1日付広報5面にてお知らせした仮移転日は、
5月6日㈭に変更となりました。
問区民課管理係

 採用情報　※応募書類は返却しません。

● 詳細は、各募集案内等参照。
● 報酬は、2年度実績のため変更になる可能性があり

ます。

 会計年度任用職員   
地域課職員

内勤務期間＝4月1日～4年3月31日（5回まで更新
可）▶勤務日時＝月16日。原則、月～金曜日午前8時
30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日に勤務の場
合あり）▶勤務場所＝各地域区民センター▶募集人

数＝4名程度▶報酬＝月額18万5856円～　申申込書
（地域課地域係〈区役所西棟7階〉で配布。区ホーム
ページからも取り出せます）を、2月3日午後5時（必
着）までに同係へ簡易書留等で郵送・持参　問同係　
他書類選考合格者には面接を実施

在宅医療・生活支援センター　精神保健福祉士

内高齢・障害・精神保健などの困難事例に関する相談
調整ほか▶勤務期間＝4月1日～4年3月31日（5回まで
更新可）▶勤務日時＝月16日。月～金曜日午前8時30
分～午後5時15分（祝日を除く）▶勤務場所＝在宅医
療・生活支援センター▶資格＝精神保健福祉士の資格
を有する方▶募集人数＝1名▶報酬＝月額22万2144円　
申申込書（区ホームページから取り出せます）を、1月
29日午後5時（必着）までに同センター（〒167-0032
天沼3-19-16ウェルファーム杉並内）へ簡易書留で郵
送・持参　問同センター包括的支援担当☎︎5335-7316

ゆりかご面接員

内妊産婦等の保健指導（面接・電話）および母子保
健事業に係る事務処理ほか▶勤務期間＝4月1日～4年
3月31日（5回まで更新可）▶勤務日時＝月16日以内。
原則、月～金曜日午前8時30分～午後5時15分▶勤務
場所＝各保健センター（荻窪〈荻窪5-20-1〉、高井戸

〈高井戸東3-20-3〉、高円寺〈高円寺南3-24-15〉、上井
草〈上井草3-8-19〉、和泉〈和泉4-50-6〉）、子ども家
庭部管理課（区役所東棟3階）▶資格＝保健師、助産
師、看護師のいずれかの資格を有する方▶募集人数＝
若干名▶報酬＝時給1678円　申申込書（子ども家庭部
管理課母子保健係〈区役所東棟3階〉で配布。区ホー
ムページからも取り出せます）に写真も添付して、2月
15日午後5時（必着）までに同係へ簡易書留で郵送・
持参　問同係　他書類選考合格者には面接を実施

区からのお知らせ
　新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が中止または延期にな
る場合があります。最新情報
は、各問い合わせ先にご確認
いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

【重要なお知らせ】

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
● 大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

●！ 感染症防止対策
　区立施設・区事業を段階的に再開しています。
利用者・参加者の皆さんも下記の対策にご協力
をお願いいたします。

保健センター名 子育て相談 母親学級 離乳食講習会 乳幼児歯科相談 栄養・食生活相談 ものわすれ相談 心の健康相談

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015
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上井草
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和泉
（和泉4-50-6）
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午
前 18日㈭

－ 17日㈬
午前10時

2日㈫
午後1時30分午

後 24日㈬

※1  杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは子ども家庭部管理課母子保健係（区役所東棟3階）へ。
※2  ベビーカー等の盗難が発生しています。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。チェーン錠を付けるなど各自でご注意ください。

歯の健康相談  13日㈯午後2時～4時30分。問い合わせは、杉並区歯科医師会(阿佐谷南3-34-3☎︎3393-0391)へ。

2月の各種健康相談 いずれも予約制。申し込みは、各保健センターへ。
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス



※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。	 杉並区役所		☎3312-2111（代表）	〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

杉並福祉事務所職員

◆就労支援専門員
内生活保護受給者等の就労促進のための助言と指導
▶資格＝ハローワークなどで就労支援の経験がある方
またはキャリアコンサルタント▶勤務場所＝杉並福祉
事務所（荻窪）
◆面接相談員
内生活・就労相談と母子・父子および女性福祉等の
相談受け付け・助言▶資格＝社会福祉士（取得見込
みを含む）または生活保護等に関する相談実務の経
験がある方▶勤務場所＝杉並福祉事務所（荻窪、高
円寺〈高円寺南2-24-18〉、高井戸〈高井戸東3-26-
10〉）

いずれも	
内勤務期間＝4月1日～4年3月31日（5回まで更新可）
▶勤務日時＝月16日。午前8時30分～午後5時15分▶
募集人数＝若干名▶報酬＝月額21万5424円～　申申
込書（各福祉事務所で配布。区ホームページからも
取り出せます）を、2月5日午後5時（必着）までに杉
並福祉事務所（荻窪〈〒167-0032天沼3-19-16ウェ
ルファーム杉並内〉）へ簡易書留で郵送・持参　問
杉並福祉事務所管理係☎3398-9104　他書類選考合
格者には面接を実施

杉並子ども家庭支援センター　相談員

内児童虐待に関する相談、子ども・子育て家庭から
の相談、在宅サービスの提供に関することほか▶勤
務期間＝4月1日～4年3月31日（5回まで更新可）▶
勤務日時＝月16日。月～土曜日午前8時30分～午後
7時15分のうち7時間45分（祝日を除く。交代制）▶
勤務場所＝同センター▶資格＝次のいずれかに該当
する方（取得見込みを含む）①教員、保育士、保健
師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師のい
ずれかの資格を有する②大学などで、心理学、教育
学、社会学を専攻するいずれかの課程を修めた③子
どもと子育て家庭に関する相談援助経験がある▶募
集人数＝若干名▶報酬＝月額18万5856円　申申込書
（同センターで配布。区ホームページからも取り出せ
ます）を、2月5日午後7時（必着）までに同センター
（〒166-0004阿佐谷南1-14-8）へ郵送・持参　問同
センター☎5929-1902　他書類選考合格者には面接
を実施

区立保育園等職員　保育補助

内勤務時間・勤務期間・募集人数・報酬＝下表のと
おり▶勤務日＝月20日。原則、月～金曜日（祝日を除
く）▶勤務場所＝区立保育園、区立小規模保育事業
所（宮前北）、区保育室（直営型）、区定期利用保育
施設（直営型）、区立子供園のいずれか▶資格＝高
等学校卒業（程度）以上の方。保育士資格がなくて
も応募可　申履歴書に「保育士証」をお持ちの方は
写しを添えて、2月26日午後5時（必着）までに保育
課管理係（区役所東棟3階）へ郵送・持参　問同係　
他書類選考合格者には面接を実施。採用決定後、健
康診断書を提出

勤務時間 勤務期間 募集人数 報酬（時給）

午前7時30分～
午後7時45分の
うち7時間

4月1日～
9月30日 10名程度

1101円
（有資格者
1188円）

4月1日～
4年3月31日
（更新を含む）

20名程度

午後2時30分～
6時30分 20名程度

 区以外の求人  
杉並区障害者団体連合会　パートタイマー職員

◆受付事務補助員
内部屋の貸し出し受け付け、備品の貸し出し等▶勤務
日時＝月13日程度。午前8時3０分～午後9時のうち4
時間程度（土・日曜日、祝日を含む。交代制。高円寺
障害者交流館は夜間1時間の延長の場合あり）▶勤務
場所＝和田障害者交流館（和田2-31-21）、高円寺障
害者交流館▶報酬＝時給1260円　定2名程度（うち障
害者1名程度）
◆清掃指導員
内知的障害者の方と一緒に清掃を実施▶勤務日時
＝月13日程度。火～金曜日午前8時～午後2時45分、
月・土曜日、祝日の午前8時～正午（いずれも交代
制）▶勤務場所＝和田障害者交流館▶報酬＝時給
1320円　定1名

いずれも	
内勤務期間＝4月1日～4年3月31日（4回まで更新可。
ただし65歳に達した年度末で退職）　申履歴書を、2
月5日午後5時（必着）までに杉並区障害者団体連合
会事務局（〒166-0003高円寺南2-24-18高円寺障
害者交流館内）へ郵送・持参　問同事務局☎5306-
2627（第3月曜日を除く）　他書類選考合格者には面
接を実施

 募集します
区営住宅（車いす使用者世帯向）　入居者募集

内募集住宅＝富士見丘アパート（久我山2-21-2）▶
募集数＝1戸（若干名の補欠者あり）▶申し込み資
格＝①区内に引き続き2年以上居住する成年者で、
そのことが住民票などで証明できる②同居親族がい
る③同居親族の中に車いす使用者がいて、身体障害
者手帳の交付を受けている（2級以上の障害者等で
ある）④車いす使用者が区内に居住する満6歳以上
の方である⑤車いす使用者が住居内の移動に車いす
の使用を必要としている⑥所得が定められた基準内
である▶「申込みのしおり」配布期間＝1月29日ま
で（各配布場所の休業日を除く）▶配布場所＝区役
所1階ロビー、住宅課（区役所西棟5階）、福祉事務
所、区民事務所（平日夜間および休日は、区役所の
夜間休日受け付けで配布）　申申込書を専用封筒で、
2月1日（必着）までに郵送　問住宅課住宅運営係　
他公開抽選会を2月8日㈪午前10時に、区役所第9会
議室A（西棟8階）で実施。詳細は、「申込みのしお
り」を参照

杉並区スポーツ推進委員　追加募集

　スポーツ・運動を通した「区民の健康づくり」や
「絆のあるまちづくり」を目指して、地域でのスポーツ
イベントの企画、運営、スポーツ活動の普及・啓発を
行います。
内任期＝4月1日～4年3月31日▶身分＝非常勤職員
▶資格＝区内在住で満20歳以上の方（4月1日時点）
▶募集人数＝8名程度（選考）▶報酬＝月額8000円　
申申込書（募集要項に添付。スポーツ振興課〈区役
所東棟6階〉、区体育施設などで配布。区ホームペー
ジからも取り出せます）に作文を添えて、2月10日
午後5時（必着）までにスポーツ振興課へ郵送・持

参　問同課　他活動内容や作文のテーマは、募集要
項参照

ゆうゆう館上半期団体利用申請の受け付け

　4～9月の間、定期的にゆうゆう館の利用を希望す
る団体の利用申請を受け付けます。利用枠の決定に
ついては、各ゆうゆう館にお問い合わせください。
対区内在住で60歳以上の方が8割以上で構成される
5名以上の団体。または、さざんかーど登録団体で
高齢者の社会参加の支援を目的とした活動を実施
し、随時活動を希望する高齢者の参加受け入れが可
能な団体　申直接、1月26日～2月9日に利用を希望
するゆうゆう館　問各ゆうゆう館、高齢者施策課施
設担当

区営住宅駐車場の使用者

内使用期間＝原則、1年間。更新可。更新料なし▶住
宅名（所在地）・月額使用料＝下表のとおり▶申し込
み資格＝区内在住で、そのことが住民票などで証明で
き、使用する駐車場から約2km以内の範囲に存する住
宅・事務所・店舗等において居住、または業を営む者
であることほか▶自動車の種別＝軽・小型・普通（自
動車の形状等により申し込みをお断りする場合あり）
▶保証金＝月額使用料1カ月分　申詳細は、区ホーム
ページをご覧ください　問住宅課住宅運営係　他車
検証等の提出が必要。空き区画については、お問い合
わせください

住宅名（所在地） 月額使用料

松ノ木二丁目第三アパート
（松ノ木2-11-1）

1万6000円
成田東みどりの里
（成田東1-23-14）

富士見丘アパート
（久我山2-21-1・2） 1万8000円

浜田山四丁目アパート
（浜田山4-10-21） 1万9000円

 相談
不妊専門相談

時2月18日㈭午後1時30分・2時10分・2時50分・3
時30分　場杉並保健所（荻窪5-20-1）　対区内在
住・在勤・在学の方　定各1組（申込順）　申電話・
Ｅメール(11面記入例)に当日の来所人数も書いて、
杉並保健所健康推進課健康推進係☎3391-1355
KOUZA-TANTOU@city.suginami.lg.jp　問同係

 その他
「はかり」の定期検査を実施します

　商店での取り引きや学校・医院などでの証明に使
用する「はかり」は、2年に1度検査を受けなければ
なりません。東京都計量検定所職員が検査対象の店
舗などへ伺い検査を実施します。
　検査対象事業者には、はがきで事前に通知します。
新たに「はかり」を使用するようになった場合はお問
い合わせください。
時検査期間＝3月26日㈮まで（土・日曜日、祝日を
除く）　問東京都計量検定所検査課☎5617-6638

区長記者会見の生中継を行います令和3年度
当初予算（案）
　令和3年度当初予算（案）に関する区長記者会見を、ケーブルテ
レビ（ジェイコム東京／地上デジタル11ch）で生中継します。

 日時　1月29日㈮午後1時～1時45分
 問い合わせ　広報課
 その他　	YouTube杉並区公式チャンネル（右2次元

コード）でも、準備ができ次第配信します
▲昨年度記者会見の様子
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　杉並公会堂は、竣
しゅん

工
こ う

から約20年が経過する令和6年に、舞台設備の
入れ替えを中心とした大規模修繕を行う予定です。
　作業期間中は全館休館となります。同施設での事業を予定する方は
ご注意ください。

　詳細な日程は、文化・芸術情報紙「コミュかる」、杉並公会堂ホーム
ページ、「広報すぎなみ」、区ホームページでお知らせします。
問杉並公会堂☎3220-0401（午前9時～午後7時〈臨時休館日を除く〉）

杉並公会堂の大規模修繕に伴う
休館について

【休館予定】 6年1～9月

問納税課管理係☎5307-0637

問総務課総務係

　名誉区民は、区の発展や公共の福祉の増進・学術・技芸などに優れ
た功績があった方に対して贈られる称号で、2年12月に新たに近

こ ん

藤
ど う

淳
じゅん

氏、
久

く

保
ぼ

田
た

淳
じゅん

氏を決定しました。
　1月4日㈪、杉並名誉区民称号贈呈
式を執り行い、当日は久保田淳氏が
出席し、田中区長から名誉区民証お
よび記念品が贈呈されました。近藤
淳氏はご都合により欠席されました。

杉並名誉区民称号を贈呈

▲久保田淳氏

主な寄贈品と寄贈者
（2年12月1日現在。敬称略・順不同）
※「広報すぎなみ」2年11月15日号以前掲載分
　を除く。
●マスク：池田佳子＝100枚
●�消毒用エタノール：池田佳子＝10本
●�手指消毒液：久我山保育園父母の会＝8本
●サーマルカメラ検温システム：デルフトハイテック株式会社＝1台
●フェイスシールド：日野自動車株式会社＝50枚

　寄贈された物品は、新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止
に活用します。ありがとうございました。

マスク等の寄贈
ありがとうございました

障害年金を受給している
ひとり親家庭が「児童扶養手当」を
受給できるよう見直します

医療機関案内・急病相談
機関 平日 土・日曜日、祝日 備考

杉並区急病医療
情報センター
☎#7399

（または☎5347-2252）

午後8時～
翌日午前9時

午前9時～
翌日午前9時

相談員に
よる対応

東京都医療機関・
薬局案内サービス

（ひまわり・t-薬局いんふぉ）
☎5272-0303

24時間受け付け
コンピュー
ターでの
自動応答

東京消防庁
救急相談センター
☎#7119

（または☎3212-2323）

24時間受け付け
相談医療
チームに
よる対応

急病診療のご案内 ※必ず事前に電話で相談！　※保険証・医療証を忘れずに！　
※未成年者の受診は、原則保護者等が付き添いをお願いします。

機関 診療科目 平日 土曜日 日曜日、祝日 備考

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）
☎3391-1599

小児科 午後7時30分～
10時30分 受け付けは

終了30分前まで。
受診前にお電話ください。
※午後�5時以降小児科は、
　1歳以上が診療対象。

内科・
小児科・
耳鼻咽喉科

午後5時～
10時（※）

午前9時～
午後10時（※）

外科 午前9時～
午後5時

急病診療医療機関
（当番医）の案内は

☎#7399
（または☎5347-2252）

���内科・
���小児科・

午前9時～
午後5時

受け付けは
終了30分前まで。
受診前に医療機関へ
お電話ください。

歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）
☎3398-5666

歯科 午前9時～
午後5時

受け付けは
終了1時間前まで。

受診前にお電話ください。

――― 問い合わせは、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
☎5307-0785へ。

　児童扶養手当法の一部改正により、3月分から障害年金を受給している方の
児童扶養手当の算出方法が変わります。
◆概要
　障害年金を受給しているひとり親家庭の方について、3月分から児童扶養
手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受
給することができるように見直します。
◆手当を受給するための手続き
　障害年金を受給しているひとり親家庭のうち、児童扶養手当の受給資格を
お持ちでない方は、申請日時点にお住まいの市区町村への申請が必要です
（児童扶養手当受給資格者は、原則、申請不要）。

◆支給開始月
　申請の翌月分から支給開始です。ただし、これまで障害年金を受給してい
たために児童扶養手当を受給できなかった方は、6月30日までに申請いただ
ければ、3月分からの手当が支給できます。

――― 問い合わせは、総務課総務係へ。

▲サーマルカメラ検温
システム贈呈の様子

児童扶養手当の資格をお持ちでない方、申請をお願いします。

広報すぎなみ・ホームページバナーに広告を掲載しませんか 広告掲載の問い合わせは広報課へ。  広告募集中
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　納期限までに金融機関、コンビニエンスストア、区民事務所などで納
付してください。また、口座振替の方は、2月1日㈪に指定の口座から振
り替えます。預金残高をお確かめください。

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、
納め忘れがなく、対面での納付にならない
口座振替をお勧めしています

特別区民税・都民税（普通徴収分）
第4期分の納期限は2月1日㈪です

　新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入に相当の減少が
あった方は、１年間、住民税の徴収猶予（納期の延長）を受けられる
場合があります。
　法令改正により、納期限が2月1日までの住民税（第
4期分）も対象となりました。詳細は、区ホームページ
（右2次元コード）をご覧の上、事前に電話でお問い合わ
せください。

　1月4日から、Pay-easy（ペイジー）
による納付が可能となりました。対応
する納付書には右記の「ペイジーマー
ク」が表示されています。



　各区・組合の特色や技術職（※）の仕事内容・魅力を紹介した動画を配信しま
す。特別区への就職や希望区・組合を決定する際の参考として、ぜひご覧ください。
※土木造園（土木）、土木造園（造園）、建築、機械、電気の各職種

問子ども家庭部管理課庶務係

特別区（東京23区）合同説明会・技術職
採用フォーラムのＰＲ動画の配信

　1月に開設した新たな地域コミュニティ施設「コミュニティふ
らっと」を、地域の皆さんにご紹介します。
　映画上映会などの催しのほか、各コミュニティふらっとで実施
される講座・イベントの一部を体験することができます。どなた
でもお気軽にふらっ、とお立ち寄りください。

「コミュニティふらっと」とは
　乳幼児親子を含む子どもから高齢者まで、誰もが身近な地域
で気軽に利用でき、世代を超えて交流・つながりが生まれる新
たな地域コミュニティ施設です。区民集会所、区民会館、ゆう
ゆう館、機能移転後の児童館施設を対象に、段階的に再編整備
していきます。

―――問い合わせは、地域課地域施設係へ。

施設の名称・所在地 日時 主な催し

コミュニティふらっと
阿佐谷
（阿佐谷北2-18-17）

1月31日㈰
午前10時～
午後4時

時午前10時30分　内バリアフリー映画
会（スタジオジブリ作品上映）　定30名

（申込順）　申電話または直接、コミュニ
ティふらっと阿佐谷☎5364-9360

コミュニティふらっと
東原
（下井草1-23-23）

1月30日㈯
午前10時30分～
午後2時30分

時午前10時30分～午後2時　内ワーク
ショップ（似顔絵、モザイクアートほか）　　
問コミュニティふらっと東原☎3397-
7225

コミュニティふらっと
馬橋
（高円寺南3-29-5）

2月14日㈰
午前10時～
午後3時

時午後2時　内TEC talk（ディスカッ
ションほか）　師杉並第六小学校校長　
定25名（申込順）　申電話または直接、
コミュニティふらっと馬橋☎3315-1249

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今回は会場（セシオン
杉並）での開催ではなく、メッセ出展団体（前回出展団体の一部）の
活動を子ども・子育てメッセ実行委員会ホームページ（下2次元コー
ド）で紹介しています。
　また、2月21日㈰午前10時〜午後4時に、一部の団体
が開催するオンライン企画も同ホームページで紹介して
いますので、ぜひご覧ください。

杉並区の将来像について、
考えてみませんか？
～区民懇談会
 「すぎなみ ちょこっトーク」を開催
　区では、3年度をもって現・基本構想
が終期を迎えることを踏まえ、4年度を
始期とする新・基本構想の策定に取り
組んでいます。
　策定にあたり、若い皆さんの意見を
お聞きするため、グループ形式による
区民懇談会を開催します。 ▲過去の懇談会の様子

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

広告

▲コミュニティふらっと東原

新たな地域コミュニティ施設
「コミュニティふらっと」阿佐谷・東原・馬橋

ふらっ、とお立ち寄りください

オープニングイベント

時①3月6日㈯②13日㈯午後1時30分～4時30分　場①ウェル
ファーム杉並（天沼3-19-16）②区役所1階ロビー　内新・基本構
想策定に向けたグループワーク　対区内在住・在勤・在学で18～
25歳の方（3月6日時点）　定30名（抽選）　申Eメール（11面記
入例）に職業、在勤・在学の方は勤務先または学校の名称・所在
地も書いて、2月5日までに企画課 kikaku-k@city.
suginami.lg.jp　問同課　他謝礼＝1回3000円。詳
細は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧く
ださい。

若者同士で

子ども・子育てメッセとは？
　乳幼児親子や子育てを応援している地域の団体、企業などが集い、
知り合い、つながり合うきっかけとなるイベントです。

　2年12月に実施した、区内の空間放射線量率および区立小中学校・保育
園等の給食食材の放射能濃度測定の結果、特に異常はありませんでした。
詳細は、区ホームページでご覧になれます。
問空間放射線量率の測定については、環境課公害対策係。区立小中学校・保
育園等の給食食材の放射能濃度測定については、学務課・保育課。放射能濃
度測定の方法については、杉並保健所生活衛生課衛生検査係☎3334-6400

区内空間放射線量等測定結果 配信	 	特別区人事委員会採用試験情報（右2次元コード）内の特
設サイト

内容	 ●各区・組合紹介動画
　　 ● 技術職職員紹介動画（基調講演、仕事紹介〈パネル

ディスカッション形式〉）
対象	 3年度以降の特別区職員採用試験・選考の受験希望者
問い合わせ　特別区人事委員会事務局任用課採用係☎5210-9787

1月29日㈮～7月30日㈮に配信予定！
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