
5

対保護者の仕事や病気、就学、求職
等の理由で子どもの保育が必要な
方　「保育のごあんない」・申込書の
配布場所／保育課、総合支所生活支
援課、保育園、出張所・ま  ち

づくりセンター等
（申込書は区のホームページからも
ダウンロード可）  申込締切日／第1
次選考＝11月30日、第2次選考＝28
年2月10日（一部の私立園等の0歳児
クラス各1人分と、第1次選考終了後
に内定辞退等で欠員が生じた分に
ついて第2次選考を実施）
備締切日までに、申込書と必要書類
がそろわない場合は、選考の対象と
なりませんのでご注意下さい。詳し
くは、お問い合わせ下さい。
申お住まいの地域を担当する総合
支所生活支援課子ども家庭支援
センター（世田谷☎5432－2915
5432－3034、北沢☎3323－9906
3323－9925、玉川☎3702－1189
3702－1520、砧☎3482－1344

5490－1139、烏山☎3326－6155
3326－6169）へ持参　※郵送・ファ
クシミリによる申し込みはできま
せん。　土・日曜の受付／10月31日・
11月1日いずれも午前10時～午後4
時（車での来庁はご遠慮下さい）

対区内在住（居住予定者も含む）で
23年4月2日～24年4月1日生まれ
の幼児  募集人数／各園68人（多聞
幼稚園は幼稚園枠60人）
申込書配布期間／9月1～17日午後
2時～4時に各園で配布（土・日曜を
除く。区のホームページからもダ
ウンロード可）
備 申し込みは1人1園のみ。9月25
日㈮午後2時から抽選を実施。
申 9月15～17日午後2時～4時に、
申込書を入園希望の園へ持参（郵
送不可）
園　名 所在地 ☎・
塚戸 千歳台

6－7－2 3309－5575

三島 深沢
5－11－5 3703－0213

給田 給田
4－7－11 3308－2790

中町 中町
4－38－21 3704－0477

多聞 三宿
2－25－9 3413－7612

松丘 弦巻
5－21－10 3426－5453

砧 喜多見
6－9－11 3416－8630

八幡山 八幡山
1－27－25 3302－5707

桜丘 桜丘
5－2－19 3426－1862

※各幼稚園への問い合わせは午後
2時以降にお願いします。
▼多聞幼稚園は28年4月から認定
こども園へ移行します
　認定こども園は、子どもたちに

教育と保育を一体的に行う施設
で、幼稚園と保育園の機能を併せ
持ち長時間保育も行います。こど
も園の内容については、区のホー
ムページをご覧下さい。
※多聞幼稚園の保育園枠の募集は
前記「28年4月区内認可保育園
等の入園申し込みが始まりま
す」を参照。

問学務課　
☎5432－2686 5432－3029

①入園料補助金（新規入園）＝年額9
万円以内②保育料に対する補助金
＝所得及び世帯状況に応じて年額8
万4000円～46万6400円以内　申
請期限／28年3月4日　交付時期
（予定）／10月下旬及び28年3月下旬
備 申請手続きは、入園後、幼稚園
を通じて行います。なお、満3歳に
達した幼児が年度途中に入園する
場合も、補助の対象となります。　
※子ども・子育て支援新制度に移
行した幼稚園、認定こども園は
除きます。
▼28年度の入園願書配布が10月
15日㈭から始まります。希望の幼
稚園等へ直接お問い合わせ下さ
い。詳しくは、区のホームページ
をご覧下さい。
問子ども育成推進課
☎5432－2066 5432－3050

内容／大学生等のボランティアに
よる学習支援
対 区内在住のひとり親家庭の小
学1年生～中学3年生  日 9月19日
㈯午後2時～4時　場 ①代田南地
区会館②奥沢地区会館
備当日勉強する教材・筆記用具を
持参。
担当＝子ども家庭課
申電話、ファクシミリまたは電子
メール（記入例参照）でNPO法人
キッズドア（☎5244－9994 5244
－9991 setagaya@kidsdoor.
net）へ

・就職相談会
対保育士資格をお持ちの方（ある
いは資格取得見込みの方）
日 9月13日㈰①研修＝午前10時
～午後2時30分②相談会＝午後2
時30分～4時
場ホテル ザ・エルシィ町田（町田市
原町田3－2－9） 

で

E保育就職相談会
対保育士、保育補助など資格の有
無にかかわらず保育園の仕事を希
望する方　日 9月14日㈪①セミ
ナー＝午後1時30分～2時30分②

相談会＝午後2時30分～5時
場三茶しゃれなあどホール
備
申 （ http://
www.tcsw.tvac.or.jp/hoiku/
sodankai.html）から東京都保育人
材・保育所支援センター（☎5211－
2860 5211－1494）へ
問
☎5432－2320 5432－3018

日 10月3日㈯①入門講座＝午後0
時30分～2時②合同就職面接会＝
午後2時30分～4時（受付は午後3時
30分まで。福祉の仕事相談・DVD
上映は午後2時40分から）
場玉川区民会館
備②は当日直接会場へ（履歴書な
しでも可）。仕事相談のみの参加も
可。参加求人情報は9月18日以降
ホームページ（ https://www.se
tagaya-jinzai.jp/）または、ハロー
ワーク渋谷にて確認できます。
申①は電話で世田谷区福祉人材育
成・研修センター（☎5429－3100
5429－3101）へ　先着①30人

内容／就職力養成研修、合同企業
面接会、企業見学会、採用前提の職
場実習等　対 28年3月31日現在30
歳未満で次のいずれかに該当する
方①区内在住・在学の方②区内学
校（高校・専門学校・大学・大学院）
卒業者　実施時期／研修＝9月下
旬～10月下旬、面接会及び職場実
習＝10月下旬～12月下旬（予定）　
場世田谷産業プラザほか
備研修のみの参加は別途受付。ア
ルバイトをしながらの部分的な参
加も可。
担当＝工業・雇用促進課 
申電話、ファクシミリまたは電子
メール（記入例参照）で㈱パソナ
（☎6734－1303 6734－1086
pr.setagaya@pasona.co.jp）
へ　選考30人

ミュニケーションのツボ
対おおむね40歳未満の求職中の方　
日 9月28日㈪午後1時30分～3時
30分　講阿部淳一郎（（株）ラーニン
グエンタテイメント代表取締役）

イ ン

n 三
軒茶屋
対就職活動中またはこれから再就
職を考えている女性　日 9月30日
㈬①午前10時～正午＝セミナー
②午後0時15分～1時45分＝個別
相談会（希望者のみ1人30分、要予
約）　講東京しごとセンターキャ
リアカウンセラー
場
谷産業プラザ
備

への利用登録が必要。保育可（9月
24日までに要予約、先着順）。
申 （い
ずれも記入例参照）で三茶おしご
とカフェ（☎3411－6604 3411
－6690）へ、
クシミリ（いずれも記入例参照）で
東京しごとセンター（☎5211－
2855 5211－2866）

問

　所得制限等により対象外になっ
ていた方や27年度新たに対象にな
る方は、申請が必要です。
対次のすべてを満たす方①身体
障害者手帳1・2級（内部障害を有
する方は3級まで）または愛の手
帳1・2度②医療保険加入者③本
人（20歳未満の場合は医療保険
の被保険者）の26年中の所得が
基準以下の方　申請に必要なも
の／①健康保険証②印鑑③身体
障害者手帳または愛の手帳
※65歳以上の方の新規申請は原
則としてできません。また、後期
高齢者医療被保険者証をお持ち
の方で、27年度住民税が課税の
場合は、対象となりません。

問障害施策推進課
☎5432－2388 5432－3021

対区内在住で障害のある方
コース・曜日 時　間

①基礎コース（火曜）
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

②テーマ別選択応用コース（金曜）

③視覚障害者向け（木曜）

場ひまわり荘　教材費／実費
備 9月22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 9月19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　抽選①
②各回5人③各回2人▲前回のセミナーの様子
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せたがやコール☎5432－3333 5432－3100
午前8時～午後9時　年中無休


