電子メール HP ホームページ

中野区国際交流協会創立 30 周年
記念ギャラリー
中野区国際交流協会
☎
（5342）
9169 （3383）0728
内容

①保健師
対象

平成11年 3 月1日までに生まれ、

保健師免許を有する方
（来年2月28日ま
でに取得見込みの方を含む）

創立 30 周年を記念してこれま

学事係／5 階
☎
（3228）
5459

（3228）5680

障害あるいはその心配があるお子さん
については、早めに予約の上、相談して
ください。相談の予約は、電話または直
接、特別支援教育係へ。

るお子さんの保護者に、就学通知書を

介します

対象 大学の心理学科を卒業した方
（来

郵送します。

期間 11月25日
（水）
〜28日
（土）

年 3 月31日までに卒業見込みの方を含

対象

時間 午前 9 時〜午後 5時
（初日は午後

む）
、またはこれに相当する方

る、または外国籍で就学手続きを済ま

1時から、最終日は正午まで）

日本国籍で区内に住民登録があ

せている、次の期間に生まれたお子さん

HP で詳しく

妊婦さんの歯っぴいお食事講座
（2 件）
次のいずれも
内容

来年 4 月に小・中学校入学の対象とな

②心理

での歩みを振り返り、現在の活動を紹

区立障害児通所支援施設の
放課後等デイサービスの利用
希望の方は相談を
HPで

詳しく

子ども発達支援係／5 階
☎
（3228）
5613 （3228）
5680

初めて出産を迎える区民の方を

対象に、妊娠中から出産後の食事のポ

一時保育あり

手話通訳あり

記載事項

ない方へ「健診結果レポート」を郵送し
ます。また、レポートが届く頃に電話で
受診状況を確認します。
生活習慣病は自覚症状がなく進行し
ます。届いた方は医療機関を受診しま
しょう。

イントとお口のケアなどを紹介
☆希望者は、食事診断も受けられます
時間 ①午後1時15 分から、② 2 時 40
分から ☆各回1時間で、同内容

講演会「コロナ禍で障害のある
方が困っていること、一人ひとり
ができること」
障害者施策推進係／1 階
☎
（3228）
8832 （3228）5660

会場 なかのZERO 西館
（中野 2-9-7）

③保育士

小学校＝平成 26
（2014）年 4 月 2 日〜

☆当日直接会場へ

対象 平成13年4月1日までに生まれ、

同27
（2015）
年 4 月1日

設は、就学しているお子さんを対象に放

話または直接、すこやか福祉センターへ。

都道府県知事の登録を受けている保育

中学校＝平成 20
（2008）年 4 月 2 日〜

課後等デイサービスを実施しています。

各回先着 6 人

内容

士の資格を有する方
（来年 3 月 31日ま

同21
（2009）
年 4 月1日

医でもある講師から話を聞きます。会場

でに登録見込みの方を含む）

郵送予定日

南部すこやか福祉センター

募集・求人
中野区育児休業代替任期付職員
（心理・保健師・保育士）
HPで
人事係／4 階
☎
（3228）
8915

詳しく

（3228）5649

次の①〜③とも
勤務期間

代替する職員の育児休業期

間内
（おおむね 6か月〜3 年）
勤務開始日 ①＝来年 3 月1日以降、
②・③＝4 月1日以降

次の①〜③の区立障害児通所支援施

来年 4 月からの利用を希望する方は、

小学校＝12 月上旬、中学

次の期間に利用相談をしてください。
予約期間・方法 11月21日〜12 月28

校＝来年1月上旬

のスクリーンに生中継するリモート形式。
スクリーン上に手話通訳も投影
日時 12 月19日
（土）
午後 2時〜4時

次の方は手続きが必要です

クスで、希望する次の対象施設へ。 住

会場 南部すこやか福祉センター

会場 産業振興センター

①区立小・中学校に入学を希望する外国

所、氏名とふりがな、電話番号、ファク

申込期限 12 月8日

申込み 11月24日〜12月10日に電話、

HPで

籍のお子さん

ス番号、お子さんの氏名とふりがな、生

給付を受けるには認定が必要です

②国立、都立、私立の小・中学校に入学

年月日

北部すこやか福祉センター

するお子さん

対象施設

☆詳しくは学事係へ問

①療育センターゆめなりあ
（弥生町 5-5-

日程 12 月16日
（水）

2）
☎
（6382）
4781・ （6382）
4782

会場 北部すこやか福祉センター

②放課後デイサービスセンターみずいろ

申込期限 12 月12日

子ども・子育て
幼稚園や認可外保育施設等を
利用する保護者の方へ

詳しく

教育・保育支給認定係／3 階
☎（3228）
5793 （3228）
5667
昨年 10 月から始まった幼児教育・保

い合わせを

▲区 HP でもご
覧になれます

申込み 電子申請か、区民活動センター、

可外保育施設等を利用するお子さんが、

図書館、区役所 4階 3 番窓口などで配布

無償化の給付を受けるには教育・保育給

中の採用選考申込書を郵送または直接、

付支給認定または施設等利用給付認定

人事係へ。郵送＝12月18日
（消印有効）

の申請が必要です。上記の施設に内定

まで、電子申請・窓口＝12 月 21日午後

した方は、施設から案内を受け取ってく

お子さんの発達特性や状態から、学

5時まで

ださい。来年 4 月に入園予定の方は、で

校生活を送る上で必要な支援やより適

いては、直接各事業所へ問い合わせを。

☆国籍不問で若干名。勤務条件などに

きるだけ12 月末までに申請を。

した就学先について、就学相談専門員

区内の事業所の一覧は区 HP でご覧にな

が保護者と一緒に考えます。

れます

令和2年（2020年）11月20日号

（弥生町 5-11-26）
☎
（3380）
5551 （3380）
5532

脳性麻痺 の障害を持ち、小児科

日程 12 月11日
（金）

育の無償化。幼稚園や認定こども園、認

人事係へ問い合わせを

申込み 11月24日から電子申請か、電

日の午前10 時〜午後 5時に電話かファ

選考日 来年1月17日
（日）

ついて詳しくは、区 HP をご覧になるか、

12

就学通知書を郵送します

HPで

詳しく

無償化の範囲や条件について詳しく
は、案内または区 HP をご覧ください。

就学相談の申し込みはお早めに
特別支援教育係／5 階
☎
（3228）
5557 （3228）
5680

（江古田 4-31-10）
☎
（3388）
0240 （3389）
4339

（丸山1-17-2）
☎
（3388）
5777・ （3388）
5666
③子ども発達センターたんぽぽ
（丸山
1-17-2）
☎
（5343）
7883・ （5343）
7893
☆③は重度・重複障害のお子さんが対
象。上記以外の民間事業所の利用につ

来年 4 月に小・中学校に入学予定で、

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.
lg.jp、ファクスまたは直接、障害者施策
推進係へ。先着 45 人。要約筆記・ （先
着5人）
希望の方は、あわせて申し込みを。
氏名とふりがな、電話番号またはファ
クス番号、要約筆記はその旨、 はお子
さんの氏名とふりがな、月年齢

健康 ･ 福祉

☆オンラインでの参加も可。希望の方は
電子メールでその旨を書いて申し込みを

国保特定健診を受診した方へ
受診勧奨通知を郵送します
保健事業係
（中野区保健所）
☎
（3382）
2430 （3382）
7765
国保特定健診の結果、生活習慣病の

講師の熊谷晋
一 郎 氏（ 東 京
大学准教授）
▶

疑いがあり、まだ医療機関を受診してい

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和2年
（2020年）11月20日号
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