平成 28年（2016年）2月 15日

5432−3100 区役所 〒 154− 8504 世田谷 4− 21− 27

せたがやコール ☎5432−3333
午前8時〜午後9時

年中無休

区のホームページ http://www.city.setagaya.lg.jp/

犬の散歩のマナーを守りましょう

違反広告物を除却するグループ

犬を散歩させるときは必ず
リード（引き綱等）でつなぎ、首輪
には鑑札・狂犬病予防注射済票を
忘れずに付けましょう。放し飼い
は都の条例で禁止されています。
また、フン処理の道具と水を入れ
たペットボトルを携行し、フンは
必ず持ち帰り、排尿してしまった
ら水でよく洗い流しましょう。他
人の門扉、塀への排尿をさせない
よう気を配りましょう。排泄を済
ませて散歩に出る配慮も大切で
す。
人も犬も仲良く暮らしていける
よ う、正 し い 知 識 を 身 に 付 け マ
ナーを守って飼いましょう。
問 世田谷保健所生活保健課
☎5432−2908 5432−3054

違反広告物のないきれいな街に
するため、
貼り紙・貼り札などの除
却活動にご協力いただけるボラン
ティア団体を新たに募集します。
対 区内在住・在勤で20歳以上の5
人以上のグループ
（除去活動は原
則3人以上で行うこと）
申 2月16〜29日に、
電話で道路管
理課
（☎5432−2588 5432−30
24）
へ

はいせつ

自衛官等募集
種目／①一般幹部候補生
（一般、
飛
行、
歯科、
薬剤科）
②予備自衛官補
対 ① 22〜25歳（修士課程修了者
（見込み含む ）は 27歳まで ）② 一
般＝18〜33歳、技能＝18〜54歳
（保有資格により年齢制限が異な
る）
受 付 期間／ ①3月1日〜5月6日 ②
受付中〜4月8日
備 その他中途採用
（医・歯科、
技術）
自衛官候補生も募集しています。
詳しくは、防衛省世田谷募集案内
所のホームページ（ http://www.
mod.go.jp/pco/tokyo/setaga
ya/）をご覧下さい。
問 防衛省世田谷募集案内所
☎3412−6039 3412−6623

28年度区立中学校格技室の
平日
（昼間）
利用団体募集

区立小・中学校特別支援学
級介添員（登録者）
対 採用時に18〜64歳の方
（高校生

を除く） 勤務日数・時間／月20
日・1日6時間以内 時給／970円
登録期間／受付時から1年間
（採用
は必要のつど） 勤務期間／年間6
か月以内（連続雇用は2か月以内）
備 詳しくは、
区のホームページを
ご覧下さい。
問 教育相談・特別支援教育課
☎5432−2747 5432−3041
電子申請可

区立小・中学校給食栄養士アル
バイト(登録者)
対 65歳以下で栄養士の資格を有す

る方 勤務日数／月20日以内 日
給／1万900円以内 登録期限／
29年3月31日
（採用は必要のつど）
募集期限／3月31日
備 詳しくは、
区のホームページを
ご覧下さい。
問 学校職員課
☎5432−2674 5432−3025
ボ

ッ

プ

新BOPアルバイト（小学生の
遊びの見守り等）
対 18〜64歳の方
（高校生を除く）

勤務日数／月20日以内 時給／
1000円
備 随時募集。詳しくは、
区のホー
ムページをご覧下さい。
問 児童課
☎5432−2583 5432−3016

口座振替による前納割引制度
をご利用下さい
国民年金保険料のお支払いには
2年前納・1年前納・半年前納によ
る割引制度があります。
また、
口座
振替による前納を利用すると納付
書での前納より割引額が多くなり
ます
（下表参照）
。
28年4月から口座振替による前
納を希望する方は、
2月末日までに
手続きをして下さい。
また、
毎月の
口座振替
（翌月納付）
を利用してい
る方で
「早割制度｣
（当月納付）等へ
の変更を希望する場合は、変更届
が必要です。受付窓口は、世田谷
年金事務所または金融機関です。
口座振替開始月は、世田谷年金
事務所での登録完了後、郵送でお
知らせします。

区内NPO法人等市民活動団体
利用時間／週1回2時間程度（開放
の活動拠点として設置している
時間は学校により異なります。な 「なかまちNPOセンター」では、団
お、授業等の状況により開放を休
体向け貸し事務室の入居募集を
止する場合があります）
行っています。
対象中学校／太子堂・桜丘・松沢・ 貸し事務室／広さ＝約13平方㍍
北沢・緑丘・駒留・梅丘・弦巻・奥
賃貸料金／月額2万5000円 定期
沢・瀬田・千歳・砧南・喜多見・三
賃貸借契約を締結
備 入居を希望する場合は、
入居条
宿
対 次の全ての条件を満たす団体
件等に関する事前面談が必要で
①「けやきネット」
に登録している
す。詳しくは、お問い合わせ下さ
い。
②原則、構成員全員の住所が利用
担当＝市民活動推進課
する学校の学区域または隣接した
問 なかまちNPOセンター☎070
学区域 ③構成員の3分の2以上が
女性・高齢者
（65歳以上）
・幼児・ −5566−5803 6809−8387
障害のある方 ④29年3月まで定期
的に活動できる ⑤参加希望者の
追加受け入れが可能
利用可能種目／体操、フォークダ
ンス、
卓球
（奥沢除く）
、
武道
（このほ
か太子堂はバドミントン、
松沢・北
沢・瀬田はバレーボールとバドミ
ントンも可）
申 3月4日までに、
電話で（公財）世田
谷区スポーツ振興財団
（☎3417−
2829 3417−2813）
へ
▲広さ約13平方㍍の貸し事務室

ま ち
づくり

就労をめざす障害者のIT実務
講習会
対 区内在住で障害のある方
日 4〜9月の毎週①水曜②土曜い

ずれも午前10時30分〜午後0時30
分または午後1時30分〜3時30分
場 ひまわり荘 受講料／2万円
備 3月23日 ㈬ 午前10時45分 〜 正
午に抽選・説明会あり
（要参加）
担当＝障害者地域生活課
申 3月18日午後4時までに、
電話ま
たはファクシミリ
（記入例参照）
で
NPO法人ウィーキャン世田谷
（☎・
6804−7935）へ 選考① ②各
2人

27年度割引額
（参考）
納付方法
納付書
翌月納付

0円

当月納付
（早割）

なかまちNPOセンター
貸し事務室の入居団体募集

（区内各公衆浴場、総合支所保健福
祉課、出張所・ センター、あんし
んすこやかセンターにあり）をご
覧下さい。
申 ハガキ
（①28年度入浴券希望②
住所③氏名（ふりがな）④電話番
号⑤世帯状況（ひとりぐらし・高
齢者のみ・同居家族あり）⑥風呂
の設備の有無を明記）で高齢福祉
課（〒154−8504 世田谷 4−21−
27）
へ
※同一住所で希望者が複数いる場
合は1枚のハガキに連名可。申
し込みは1人1回のみ。
問 せたがやコール

口座振替
0円
各50円

半年前納
各760円 各1060円
（4･10月末日）
1年前納
（4月末日）
2年前納

3320円

3920円
1万5360円

※割引額は定額保険料納付の場合。
備 2年前納割引制度は口座振替の
みの取り扱いとなります。
28年度の前納による割引額の
詳細は、
2月下旬に告示される
予定です。詳しくは、お問い合
わせ下さい。

シルバー人材センター本部の
一時移転について
世田谷区シルバー人材センター
本部は、宮坂区民センターの改修
工事に伴い、
6月下旬から29年1月
末まで用賀ワークプラザ
（玉川台
1−12−1）へ一時移転します。
用賀ワークプラザで実施してい
る各種事業等については、旧池尻
地区会館（池尻2−34−3）で行い
ます。
担当＝工業・雇用促進課
問（公社）世田谷区シルバー人材セ
ン タ ー ☎3426−9211 3426−
9506

保護者向け就職支援セミナー

内容／
「若者を取り巻く就職事情」
「企業が求める人物像・スキル」
「就
問 世田谷年金事務所☎6880−34
職力アップの秘 訣」をテーマにし
56
（代表） 6880−3490
た保護者向けの講義
対 これから就職活動を控えてい
る、または求職中の方の保護者
区内公衆浴場で利用できる入浴 日 3月9日㈬午後2時〜3時30分
場 世田谷産業プラザ
券の申込受付を開始します
対 区内在住で住民登録のある65
担当＝工業・雇用促進課
申 2月16日から電話、ファクシミ
歳以上の方
備 交付枚数は申込受付月や世帯
リまたは電子メール（記入例参照）
構成の状況等により異なります。 で ㈱パソナ（☎6734−1303 67
入浴券は、受け付けたハガキのう
34−1086 pr.setagaya@pa
ち3月15日までの到着分を4月上
sona.co.jp）
へ 先着25人
旬、
3月16〜31日到着分を4月中旬
6面につづく（仕事・産業）
に発送します。詳しくは、チラシ
ひ

けつ
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