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　東中野を拠点に４０年間、着物教
室を続けております。浴衣～和裁全
般にわたって（何でも可）丁寧にご指
導致します。趣味としても、また、手
に職をつけたい方も学べます。
　随時募集していますので、
お気軽にお問合せください。

日時 金曜日 １３:００～１５:００
☆５月８日開講ですが、ご都合の
　良い月からで構いません

費用 入会金 ２,０００円  受講料 ２,６００円
　　 （月４回、月謝制）
電話 ０３-３３６９-５４４３  大森
会場 東中野駅から徒歩１０分程度
　　（東中野２丁目、個人宅）

介護付有料老人ホーム 東京都指定特定施設入居者生活介護事業者（一般型） 

※撮影：平成２６年１１月　土地・建物/賃借

８７室  全室個室
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チャームスイート新井薬師 さくらの森

【東京都有料老人ホーム設置運営指導指針による表示】　●類型：介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）●居住の権利形態：利用権方式●利用料の支払方式：選択方式●入居時の要
件：混合型（自立含む）入居時自立・要支援・要介護●介護保険：東京都指定特定施設入居者生活介護事業者（一般型）●介護居室区分：定員1人（全室個室）●介護にかかわる職員体制：2.5:1以上

お気軽にお問い合わせください！
担当：小林ホーム直通 03-5318-5220

本社フリーコール 0120-453-286 送迎が必要な方はご相談下さい
所在地：東京都中野区沼袋1丁目15-11
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周辺マップホーム見学受付中!
体験入居  １泊２日  ８１００円

放課後等デイサービス 東京都指定番号1351400088

ハッピーテラス中野
（発達改善スクール）

楽しく学ぶコミュニケーション療育

担当 エモト

中野区中野４ー７ー１ 野口ビル７F
             中野体育館向かい（看板目印）

（平日）１６時～１９時半  （土）９時～１７時開所時間

０３-５９４２-６６０４電話

無料体験
 開催中!!

・小学生～高校生の発達に偏りのあるお子様が対象です。
・福祉サービス利用で約９００円／日でご利用頂けます。 

「妊婦さんの歯っぴい 
お食事講座」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　妊娠期や出産後の食事のポイント、役

立つレシピを紹介します。試食やお口の

ケアなどの健康チェックも。希望者は、

骨量の計測もできます。（素足の右足のか

かとで測定）

日時　５月１３日（水）午後１時半～３時半

☆骨量計測は１時～１時半

会場　中部すこやか福祉センター

対象　初めての出産を迎える区内在住の

方（妊娠５か月以降）

申込み　４月２１日～５月８日に電子申請

か、電話または直接、中部すこやか福祉

センターへ。先着２０人

５歳児歯科健康診査の 
お知らせを郵送します
子ども健康・医療担当／３階
☎（３２２８）５６２３　FAX（３２２８）５６５７

　今年度中に５歳になるお子さんの保護

者の方宛てに、４月２７日に歯科健康診

査のお知らせを郵送します。届いたら、

区内指定歯科医療機関で予約をして受診

してください。

対象　平成２２年４月２日～同２３年４月

１日生まれのお子さん

受診期間　５月１日～１１月３０日　☆期

間を過ぎての受診はできません

親子農園利用者を追加募集
育成活動支援担当／３階
☎（３２２８）５６４８　FAX（３２２８）５６５９

　親子農園（白鷺２－１４）に空き区画が

発生したので、利用者を追加募集します。

対象　年２回行う共同除草に参加でき

る、次のいずれかに該当する世帯や団体

①４月１日現在１８歳未満のお子さんと

同居している区内の世帯で、親子で農園

を利用する

②区内に拠点があり、青少年の健全育成

等を図る活動ができる施設・団体

利用期間　利用承認日～来年２月２９日

利用料　１区画（約９．９㎡）当たり年額 

３，０００円

申込み　４月２０日～３０日に電子申請

か、ハガキ（利用責任者と利用者全員の

住所、氏名とふりがな、電話番号を記入。

３０日までの消印有効）で、育成活動支援

担当へ　☆応募は、１世帯、１施設・団体

につき１件のみ有効。募集区画数（３区

画）を超える応募がある場合は抽選。結

果は、５月中旬に全応募者に郵送で通知

認証保育所等の保護者補助金
民間保育担当／３階
☎（３２２８）８９７９　FAX（３２２８）５６６７

　区内・区外の認証保育所にお子さんを

預けている保護者の方に、保育料の一部

を補助します。

　申請書は、補助対象施設、区役所３階

子ども総合相談窓口、すこやか福祉セン

ター、地域事務所で配布。

☆ベビーホテルなどが対象となる場合あ

り。申請期限や支給日などについて詳し

くは、民間保育担当へ問い合わせを

対象　次の①～③の全てを満たす方

①お子さんと保護者の住所が中野区内に

ある

②対象施設と月決めの利用契約をしてい

る等

③就労などの理由により、お子さんが保

育所での保育を必要とする状況にある

補助月額　入所施設の月額基本保育料

（延長保育料等は除く）と月額限度額

６２，０００円のうち低い方の額と比較して

認可保育所に入所した場合の保育料が低

い場合に、その差額（千円未満切り捨て）

外国人学校児童・生徒の 
外国籍保護者向け補助金
学事担当／５階
☎（３２２８）８７３８　FAX（３２２８）５６８０

　外国人学校に通学する義務教育の対

象年齢のお子さんの保護者で外国籍の方

（親子で区内在住の方に限る）に、授業

料の一部を補助します。

補助上限額　１人につき８，０００円×授

業料を払った月数

☆所得制限あり。詳しくは、区ホーム

ページ、または９月上旬に学校で配布す

る申請書をご覧ください。申請の受け付

け開始は９月以降

５月５日「こどもの日」からの
１週間は児童福祉週間です
子ども教育経営担当／５階
☎（３２２８）５７３４　FAX（３２２８）５６７９

　これは、お子さんの健やかな成長や家

庭について国民全体で考えることを目的

に、厚生労働省が定めたものです。

　区は、この期間を中心に、保育園や児

童館等の施設で、ミニ運動会など親子で

楽しく遊べる催しを行います。どうぞご

参加ください。

☆催しの日時や会場などは、区ホーム

ページ、または区民活動センター、すこや

か福祉センターにあるお知らせで確認を

地域包括支援
センター名称 電話番号

南中野 （５３５８）８６０１

本　町 （５３８５）３７３３

中　野 （３３６７）７８０２

東中野 （３３６６）３３１８

中野北 （５３８０）６００５

江古田 （３３８７）５５５０

鷺　宮 （３３１０）２５５３

上鷺宮 （３５７７）８１２３

中野区民ふれあい運動会
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

　障害のある方もない方も楽しく参加で

きる運動会です。

日時　５月１７日（日）午前９時半～午後０

時４０分

会場　第二中学校（本町５－２５－１）

☆当日直接会場へ。雨天の場合は中止

送迎バスの利用は事前に申し込みを
　障害があり公共交通機関を使って会場

に行くことが困難な方は、当日、送迎バ

スを利用できます。

申込み　４月２１日～３０日に電話また

はファクシミリ（住所、氏名とふりがな、

電話番号またはファクシミリ番号、車い

す利用・不用の別〔電動または手動の別

も〕、乗降希望場所、初めての利用の場

合はその旨を記入）で、障害者社会参画

担当へ

生活習慣病予防講座 
（災害時対応編） 
「いざ！という時の食事」
南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８２）１７５０　FAX（３３８２）１７６６

　調理実習などを交え、災害時の食と健

康について意見交換をします。

日時　５月２９日（金）午後１時半～３時半

会場　南部すこやか福祉センター

対象　区内在住・在勤・在学の方

申込み　４月２８日～５月２７日に電子申

請か、電話または直接、南部すこやか福

祉センターへ。先着２０人

これまで受けていない方は 
肝炎ウイルス無料検査を 
受けましょう
保健予防担当（中野区保健所）　
中野２－１７－４
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　ウイルス性肝炎は、感染の原因が不明

な場合や感染していても自覚症状がない

ことが多いため、感染に気付かずに過ご

している方が多数いると言われています。

　放置すると、肝硬変や肝臓がんに進行

する場合もあり、早期発見・早期治療が

大切です。

日時　毎月第１金曜日、午前１０時から

と午後２時からの２回受け付け

会場　中野区保健所

対象　肝炎ウイルス検査を受けたことの

ない区内在住の方

申込み　各実施日の前日までに電話また 

はファクシミリ（住所、氏名とふりがな、電 

話番号、性別を記入）で、保健予防担当へ

重度の障害がある方は 
特別障害者手当・障害児 
福祉手当を受給できます
障害者福祉事業担当／１階
☎（３２２８）８９５３　FAX（３２２８）５６６５

特別障害者手当（支給月額＝２６，６２０

円）

　精神または身体に著しく重度の障害が

あり、日常生活において常時特別な介護

を要する２０歳以上の方が対象。施設に

入所している方や３か月を越えて入院し

ている方は除く。　

障害児福祉手当（支給月額＝１４，４８０

円）

　精神または身体に重度の障害があり、

日常生活において常時介護を要する２０

歳未満の方が対象。施設に入所している

方や障害を支給理由とする公的年金を受

給している方は除く。

☆いずれも、４月分からの改定額。所得

制限あり。手続きなどについて詳しくは、

障害者福祉事業担当へ問い合わせを

緊急通報システムのご利用を
　自宅での急病など緊急時のための「緊

急通報システム」。見守りセンサーや無

線発報ペンダントの作動で、区の事業委

託先の民間受信センターが通報を受け、

消防署員などとともに民間事業者が救助

に当たるもので、次の方が対象です。

対象
①日常生活において常時見守りを必要と

する、次のいずれかに該当する方

●６５歳以上のひとり暮らしの方

●６５歳以上のみの世帯

●６５歳以上で、日中は一人で過ごし

ている方

②身体障害者手帳１・２級の１８歳以上

のひとり暮らしの方、または重度身体障

害のある方のみの世帯

自己負担額　特定の慢性疾患の有無、住

民税の課税状況等により、月額３００円～

１，３００円

問合せ　①＝次の地域包括支援センターへ

②＝区役所６階高齢福祉担当☎（３２２８）

５６３２　FAX（３２２８）８７１６へ
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区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます


