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子ども・子育て
次の保護者補助金の申請期限は
3 月12日
（必着）
です
HPで

育料などの補助を受けられる制度です。

で 2 歳までのお子さんを少人数保育す

受けられる補助の内容は、在園施設や

る認可施設です。全施設で給食が実施

世帯状況によって異なります。

され、卒園後は各事業所が連携する保
育施設へ入園できます。

中野区社会福祉協議会中野区 ファミ
リー・サポート事業担当
☎︎
（5380）
0752 （5380）
6027

すこやか福祉センターの子育て
専門相談
HPで

申し込み方法などについて詳しくは、区
HP または区役所 3 階子ども総合相談窓

助活動の利用・協力会員の登録を予約

12日です。期限を過ぎての受け付けは

区内在住の 18 歳未満のお子さんの

口で配布中の「中野区保育所等のごあ

制で受け付けます。

できません。余裕をもって申請してく

保護者が対象。子育てに関する疑問や

んない」をご覧になるか、保育入園係☎

対象

ださい。申請方法などについて詳しくは、

悩みを心理職員や栄養士、歯科衛生士

区 HP をご覧になるか、各係へ問い合わ

などに相談できます。

詳しく

次の①②の補助金の申請期限は 3 月

詳しく

（3228）
8960 へ問い合わせを。

子育てを地域で手助けする、相互援

利用会員＝区内在住で子育ての

援助を受けたい方、協力会員＝区内在

HP で詳しく

座名、氏名とふりがな、電話番号、メー
ルアドレス

①気分スッキリ！リフレッシュヨガ
日時 3 月4日
（木）
午後 7時～8時

一時保育あり

手話通訳あり

手話通訳者を目指す方へ

記載事項

HPで

詳しく

障害者施策推進係／1 階
☎
（3228）
8832 （3228）5660
次の①②とも

②ストレス解消！パンチングシェイプ

対象

日時 3 月18日
（木）
午後 7時～8時

し活動できる、区内在住・在勤・在学の

将来手話通訳者として区に登録

18 歳以上の方

「やさしい手話教室」

会場 スマイルなかの
（中野 5-68-7）
他
☆往復ハガキによる事前申込制
（①＝2

育ての援助をしたい20 歳以上の方

障害者施策推進係／1階
☎
（3228）
8832 （3228）
5660

すこやか福祉センターに確認し、予約の

日時 2 月 27 日
（土）
、3 月 9 日
（火）
、い

対象

①認証保育所等保護者補助金

上ご利用を。担当するセンターが分か

ずれも午前 9時 45 分～正午

勤・在学の方

幼稚園・認可外保育係／3 階
☎
（3228）
8979 （3228）
5667

らない場合は、区 HP をご覧になるか、下

会場 スマイルなかの
（中野 5-68-7）

んも参加可。小学校 3 年生以下は保護

ター （5380）
3330または

記いずれかのすこやか福祉センターへ

申込み 2月8日から電話で、中野区ファ

者の同伴が必要

bf.wakwak.com
（件名に①または②の

問い合わせてください。

ミリー・サポート事業担当へ

名称を入れて）へ問い合わせを。なお、

問合せ・申込み先のすこやか福祉セン
ター

日時 ①2月21日
（日）
、②3月6日
（土）
、

持ち物 登録希望の方
（利用会員は保護

いずれも午前10時～正午で、同内容

来年度の手話講習会
（入門・基礎・応用）

者）の顔写真
（3cm×2.5cm、スナップ

会場 区役所会議室
（①＝7階、②＝9階）

の募集は行いません

写真可）
2 枚、印鑑、黒ボールペン、本人

申込み 2月8日〜開催日の3日前に電

確認書類

話、 shogaihukusi@city.tokyo-naka

せを。

住・在勤・在学か隣接区にお住まいで、子

相談日などについて詳しくは、担当の

区内・区外の認証保育所、東京都に届
け出をしている認可外保育施設にお子
さんを預けている区内在住の保護者の
方に、保育料の一部を助成します。
案内と申請書は、区内の補助対象施
設、地域事務所、すこやか福祉センター、
区役所 3 階子ども総合相談窓口で配布
しています。また、区 HP からダウンロー
ドもできます。
☆添付書類の追加提出がある方も、必
ずこの期限までに提出を

①南部
（弥生町 5-11-26）
☎
（3380）
5551 （3380）
5532

栄養講座「パパが体験！家族の
健康ごはんと離乳食」

②中部
（中央 3-19-1）
☎
（3367）
7788 （3367）
7789

南部すこやか福祉センター
（弥生町 5-11-26）
☎︎（3380）
5551 （3380）5532

③北部
（江古田4-31-10）
☎
（3388）
0240 （3389）
4339

対象

幼稚園・認可外保育係／3 階
☎
（3228）
8754 （3228）
5667
私立幼稚園
（子ども・子育て支援新制
度園含む）
または都が確認した幼稚園類

区内在住で、家族に妊婦または

④鷺宮
（若宮 3-58-10）
☎
（3336）
7111 （3336）
7134

生後 8か月未満のお子さんのいる男性
日時 3 月10日
（水）
午後1時 30 分～2

☆平日・土曜日午前8時30分～午後5時

時 30 分

②私立幼稚園等保護者向け補助金
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4月入所の申込期限は、2月12日です。

ファミリー・サポート事業
予約制会員登録

HPで

詳しく

会場 南部すこやか福祉センター

家庭的保育事業所を
利用しませんか

申込み 2 月10 日～3 月 5 日に電子申
HPで

詳しく

運営支援係／3 階
☎︎
（3228）
8940 （3228）
5667

☆小学生以上のお子さ

no.lg.jp、ファクスまたは直接、障害者施

健康 ･ 福祉
勤労者の方へ
体を動かしてリフレッシュ
産業振興センター
（中野 2-13-14）
☎
（3380）
6946 （3380）
6949
次の①②とも

策推進係へ。①＝先着 40 人程度、②＝

し込み方法などについて詳しくは、区
HP をご覧になるか、事業委託先の NPO

法人中野区聴覚障害者情報活動 セ ン
jokatu@

①手話通訳者養成クラス
学習年数 3 年以上の方で、2 月 27 日
（土）に行う選考試験の合格者が対象。

先着 30 人程度。 （各回先着 5 人）
希望

15 人程度。

の方は、あわせて申し込みを。 氏名と

日時 4月～来年2月の土曜日
（全40回）

ふりがな、電話番号またはファクス番号、

午前10時～正午

参加希望日、小・中学生の場合は学年、

参加費 3,000円程度
（テキスト代）

はお子さんの氏名とふりがな、月年齢

こんにちは

②手話通訳者認定試験
区が派遣する手話通訳者として登録

請か、電話または直接、南部すこやか福

対象 区内在住の勤労者・区内在勤の方

するための試験で、学習年数 4 年以上

祉センターへ。先着 8 人

会場 産業振興センター

の方が対象。

申込み 2月8日から産業振興センター

日程 2 月20日
（土）

似施設にお子さんを通わせている区内

家庭的保育事業所は区内に 8 か所あ

HP で申し込むか、電話、ファクスまたは

在住の保護者の方が対象。入園料や保

り、保育士や家庭的保育者が、自宅など

直接、同センターへ。先着 10 人。 講

令和3年（2021年）2月5日号

手話に関心のある区内在住・在

月 21日必着、②＝ 2 月14 日必着）
。申

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和3年
（2021年）2月5日号
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