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高齢者・介護
老齢年金を受給している方へ

源泉徴収票が郵送で届きます
国民年金係／1 階
☎
（3228）
5514 （3228）5654
老齢年金を受給している方へ、今月下

生活機能向上プログラム
（3 件）
次の①〜③とも

（ 一財 ）首都圏不燃建築公社不動産 ア
セット事業部
☎（6809）
6328 （6809）
6329
対象

都内在住で、自ら居住するため

の住宅を必要としている、60 歳以上の

対象

区内在住の 65 歳以上の方
（②は

男性のみ）

とができるインターネットサイト「けあ

たでもご覧になれます。

容

プロ・navi」の運用を開始しました。

配信日 1月 25 日、2 月1日、いずれも

☆別途、共益費と緊急通報サービス利
用料
（合わせて13,000 円程度）
が必要。

日時 1月29日
（金）
午後 2 時〜3 時 30

となるため、大切に保管してください。

所得により 40,000 円まで家賃減額制

分

☆紛失した場合は、基礎年金番号を用

度あり

申込期限 1月21日 ☆先着12 人

意して、ねんきんダイヤル☎ 0570
（05）

申込期間 1 月 14 日〜21日

1165
（ナビダイヤル）
または中野年金事

順位は抽選で決定。空室が発生した場

②男性のための排尿障害予防講座

務所☎
（3380）
6111へ問い合わせを

合に順位に従いあっせん。入居審査あり。
詳しくは、平日午前 9 時〜午後 5時に電

やよいの園
（弥生町 3-33-8）
8362
☎
（3370）
9841 （3370）

話で、同公社へ。登録期間は1年間

日時 2 月 2 日
（火）午後 1時 30 分〜3

☆優先

時

ンネルで1日5 本ずつ公開
講師 芦刈伊世子氏
（あしかりクリニッ

◀ご利用は
こちらから

ク院長）
他

防止

特殊詐欺被害

「自動通話録音機」
を無料で貸し出し中です

警告と録音機能があり、特殊詐欺被害を防ぐ効果があります。ご利用ください。
対象 区内在住の、おおむね 65 歳以上の方が居住する世帯

申込み 電話で、生活・交通安全係へ

☆無くなり次第終了。非常通報装置を接続している電話機など、設置できない

▶
▶
▶特殊詐欺被害に遭わないために

通知書」が郵送されます。届いた方は、

内容

受診内容等を確認してください。

術などを学びます

内容

対象

対象 自宅で高齢者介護をしている方

機能が衰えるロコモティブシンドロー

で、令和元年9月〜同2年8月の12か月

日時 2 月26日
（金）
午後1時15 分〜2

ムの予防に効果的な軽運動など

間に医療費
（自己負担分と保険者負担分

時 45 分

日時 2 月 10 日・24 日、3 月 10 日、い

の合計）
が 5万円を超える月がある方

申込み 1月12日〜2 月25日の午前 9

ずれも水曜日、午後1時 30 分〜3 時 30

☆この通知書は医療費控除の申告手続

時〜午後 5 時
（日曜日を除く）
に本人が

分。全 3回

きで医療費の明細として使用できます

電話または直接、やよいの園へ。先着

申込期限 1 月 29 日

10 人

初めての方優先

加齢や生活習慣が原因で足腰の

☆先着 20 人。

生活・交通安全係／8 階
☎（3228）
8736
（3228）5658

☆設置は利用者が行い、電気代は自己負担

③かんたん運動でロコモ予防！
宮園高齢者会館
（中央 2-18-21）
0318
☎・ （3365）

◀事前質問や動画
の視聴はこちらの
区 HP から確認を

☆中野区公式 YouTube チャ

場合あり。詳しくは、生活・交通安全係へ問い合わせを

期高齢者医療広域連合から「医療費等

令和3年（2021年）1月11日号

ひ活用してください。

月曜日

申込期限 1月29日 ☆先着12 人

やよいの園
（弥生町 3-33-8）
☎（3370）
9841 （3370）
8362

後期高齢者医療保険の被保険者

たは直接、在宅療養推進係へ。 住所、

〜午後 5 時
（①②は土曜日も可）
に本人

やよいの園
（弥生町 3-33-8）
8362
☎
（3370）
9841 （3370）

専門職との懇談会形式で介護技

nakano.lg.jp、ファクス、郵送
（必着）
ま

が電話または直接、各施設へ

月額家賃 108,000円〜134,000円

今月下旬、次の対象の方に、東京都後

日 に 電話、 ninchisyou@city.tokyo-

氏名とふりがな、認知症に関する質問内

どなたでも検索・閲覧できるので、ぜ

家族介護教室「認知症の方への
関わり方について」

区内在住の方が対象。1月12日〜22

問に専門家が答える動画を配信。どな

①楽しく踊ろう！リズムダンス

後期高齢者医療係／2 階
☎
（3228）
8944 （3228）5661

事前質問を募集します

答えるYouTube講座

在宅療養推進係／6 階
☎
（3228）
5785 （3228）
8716

記載事項

支援サービスに関する情報を調べるこ

住宅所在地 本町 4-36-5

後期高齢者医療制度「医療費等通
知書」が郵送されます

ユーチューブ

手話通訳あり

申込み 1月12 日からの平日午前 9 時

厚生年金源泉徴収票」を郵送します。

源泉徴収票は、確定申告の際に必要

介護事業者係／2 階
☎
（3228）
8878 （3228）
8972

認知症の基礎や質問に専門医が

一時保育あり

事前に受け付けた認知症に関する質

方
（所得基準あり）

して課税対象となります。

介護
（予防）
サービス地域情報
検索サイトのご利用を

HP で詳しく

区内の介護事業所や介護予防・生活

旬までに、日本年金機構から「国民年金・
老齢年金は、所得税法上の雑所得と

10

高齢者向け優良賃貸住宅
「ウエルカーサ新中野」の
補欠登録者募集

HPで

詳しく

◀録音可能時間
は最大 60 分

〜警察署からのお知らせ

区内で起きた昨年
（10 月末時点）
の特殊詐欺被害総額は、約1億1,000 万円に上り

ます。その手口の9割以上は次の3種類。以下のような電話があったら、警察に相談を。

1 区役所の職員に

2 警察や銀行協会職員等

「 医療費 が 戻ります。ATM
で手続きしてください」と指示
し、他人の口座に振り込ませる。

「あなたのカードが不正利用さ
れています」と言って、暗証番号と
カードをだまし取り、預金を全額
引き出す。

なりすまし

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

110 番

3 孫、息子になりすまし

になりすまし

被害を防ぐには、自動通話録音機の設置や
留守番電話設定にするなどの対策が効果的

「変だな」と思ったら

「大事なカバンをなくした」
「会社の金を使い込んだ」と
言って、現金を要求する。

中野警察署 ☎（5925）0110
野方警察署 ☎（3386）0110

令和3年
（2021年）1月11日号
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