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（福）中野区社会福祉協議会（中野社協）
は福祉のまちづくりを地域のみなさんが
進めるための拠点。ボランティア活動の
推進や地域の支えあい支援など、さまざ
まな活動を行っています。
今号では、同会の事業、ファミリー・サ

ポートとほほえみサービスの協力会員・利
用会員の方に話を聞きました。

ーーお子さんや親御さんのために何かしたい

　子どもの虐待についてテレビで見て、自
分もお子さんや親御さんのために何かした
い、と思ったのが活動のきっかけです。そん
な時に区報のファミリー・サポートの記事
を見て、早速問い合わせました。

ーー子どもたちとの思い出は宝物

　今は週1〜3回、1組の家庭を担当。自分
の活動がみなさんに喜ばれて、役に立った
と思える時がとてもうれしいです。子ども
たちは一人ひとり性格が異なり、「これを
したら喜ぶ」というのもそれぞれ違う。そ
んな個性を見つけて、良さを引き出すよう
に接するのが、私にとって活動の醍

だい
醐
ご み

味で
す。お母さんお父さんが時々息抜きしなが

ら楽しく子育てできるように、手伝えたら
いいなと思っています。
　「もう来ないの？」と寂しそうに言ってく
れた子や、ハンカチをプレゼントしてくれ
た子など、子どもたちとの思い出はどれも
宝物です。

ーーこれからも、長く続けることが目標

　最初はもっと頑張らないとと意気込んで
いたけれど、中野社協の方から何度も「無
理しないでください」と言われて、考えが変
わったんです。「細く長く」続けることが大
切なんだと。子どもが好きでも、活動が負
担になってしまったら続きませんよね。これ
からも、自分に無理のない範囲で、長く続
けたいと思っているんです。協力会員歴約 3 年　

趣味はテニス

飯田さん（南台在住）

午後7時、学童クラブへ迎えに行き、
利用会員の家へ

お子さんは宿題を済ませた後、お父さん
の帰宅まで絵を描いて過ごしました

ある日の流
れ

利用会員の
三好さん

▲通院に付き添うほほえみサービスの協力会員（左）

妻と私が仕事で帰宅
が遅い時に子どもを
みてもらっており、と
ても助かっています
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協力会員歴約 6 年
趣味はプールとラジオ
体操

増渕さん（本町在住）

ーー気軽に始めた活動がやりがいに

　退職し暇を持て余していた時に、たまた
ま区報の記事を目にして、ほほえみサービ
スの説明会に参加。そのまま気軽な気持
ちで協力会員に登録しました。
　登録後、すぐに何件か依頼があり、利用
会員が喜ぶ様子を見るうちに、やりがい
を感じるようになりました。
　活動頻度は週2〜3回で、1回1時間〜
1時間30分ほど。内容は買い物の付き添
いや部屋の掃除などです。早く終わると
話相手になることもあります。時には、一
緒に喫茶店のモーニングサービスへ行く
ことも。お話を聞いて、利用会員に笑顔に
なってもらえるとうれしいですね。

ーー内気な性格が変わった

　元々内気で、一人で過ごすことが好き

な性格なのですが、活動を通じて積極的
になり、なかの生涯学習大学にも参加す
るようになりました。
　実は4年ほど前に自転車で転倒し、右
肘
ひじ

を骨折してしまったんです。相手のあ
る事故ではなかったものの、4か月余り依
頼を受けられず、代わりの方に行っても
らいました。元気に活動が続けられるよ
う、以来一層健康に気を付けています。

ーー何でも挑戦していきたい

　最近、中野社協の方から声を掛けられ
て、しいの木塾（小学校6年生向けの学習
支援事業）のボランティアも始めました。
子どもに勉強を教えるのは初めてですが、
自分でお役に立てることがあれば何でも
挑戦していきたいですね。

利用者の玄関に目隠し用の
カーテンを取り付け

足が悪く一人で歩くことに不
安があり、通院時の付き添いを
お願いしています。実際転びそ
うになった時に支えてもらっ
たことも。おしゃべりしながら
歩くことで、リフレッシュにも
なっているんです

中野社協の
長内さん

地域のみなさんの身近な活動拠点
中野区社会福祉協議会

中野5-68-7 スマイルなかの4階　
☎（5380）0751　 （5380）0750 ◀中野社協

HP

こんな事業も行って
います。気軽に相談

してください

利用会員の
鋤柄さん（右）

移動は愛用の
自転車で

活動の様子

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト
や
ほ
ほ
え
み
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、次
ペ
ー
ジ
へ

高齢者困りごと
支援事業

30分以内で解決する生活の困りごと
を無料でお手伝いします

あんしん
サポート

一人暮らしで身寄りのない高齢の方
を定期的に訪問するなど、サポート
します

福祉何でも相談 生活の困りごとなどを相談できます
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フードパントリーとは、生活に困ってい
る人が食料品などを無料で受け取れる場所
のこと。

中野社協は年度内に5か所の全世代向け
のフードパントリー開設を目指して、寄付
を募っています。食を通じてつながりあう
プロジェクトに参加しませんか。
手続き方法  銀行振り込みか、中野社協や
協力団体窓口に設置された募金箱または直
接、中野社協の窓口へ
☆詳しくは、中野社協HPをご覧になるか、
電話で、中野社協☎(5380)0751へ

にご協力を

　フードドライブとは、家庭で余っている食べ物を持ち寄り、集
まった食品を福祉団体等へ寄付する活動のこと。
　お中元などの頂き物や外出自粛で買い込んで食べきれなかっ
たものなど、自宅で眠っている食品があれば、ぜひ区役所8階10
番窓口またはリサイクル展示室へお寄せください。
☆賞味期限が2か月以上先等の条件あり。内容量100g以上の食
品を提供すると、なかのエコポイントをもらえます

ごみ減量推進係（松が丘1-6-3リサイクル展示室内）
☎（3228）5563　 （3228）5634

▲︎食品の条件や受付日時
などは、区HPで確認を

中野社協では

フードパントリーを作るための

寄付を 7月20日まで

受け付け中

中野区社会福祉協議会(中野社協 )の事業に参加しませんか
　中野社協では次の事業の説明会などを開催します。活動に興味がある方はぜひ問い合わせを。
☆いずれも会場はスマイルなかの(中野5-68-7）、 （5380）0750（代）

対象  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＝区内在住・在勤・在学か隣接
区にお住まいで、子育ての援助を
したい20歳以上の方（資格不要、
謝礼金あり）
日時  ①7月15日（木）、②8月5

日（木）、③8月18日（水）、④9月7
日（火）、いずれも午前9時45分
～正午
申込み  ①②＝7月12日、③④
＝8月10日から電話で、中野区
ファミリー・サポート事業担当
☎ (5380)0752へ

　子育てを地域で手助けする有償
の相互援助活動です。利用・協力会
員の登録を予約制で受け付けます。

対象  20歳以上で、家事や介護
を手伝う協力会員(資格不要、謝
礼金あり)
日時  7月16日（金）午後3時30分

～5時、8月20日（金）午後1時30
分～3時

申込み  開催日の前日午後5時ま
でに電話で、ほほえみサービス事
業担当☎(5380)0753へ
☆会員登録には、年会費1,000円
と本人名義のゆうちょ銀行口座
が必要

　高齢や障害などにより、援助を必
要としている方の暮らしを区民同
士で支えあう活動です。協力会員
の説明会を開催します。

対象  事業を利用したい方（家族、
支援者を含む)
日時  8月11日(水)午後2時～3時
申込み  7月6日～8月6日に電子
申請か、電話で、アシストなか
の☎ (5380)6444へ。先着15人

☆Z
ズ ー ム

oomでの参加も可。日時や
申し込み方法は前記と同じです

　高齢者や知的障害のある方など
の福祉サービスの利用や金銭管理
を手助けする活動です。利用希望
者向けの説明会を開催します。

▶電子申請は
こちらから

昨年度は、計2,065個(約330kg)の食
品を、中野社協を通じて子ども食堂等
へ提供しました。引き続きご協力を

ありがとうございます

食品を
受け付け

 ▲ごみのん
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FAX 送信面 ファクスの場合の送信先　中野区役所　広報係　FAX（3228)5645

「なかの区報」読者アンケート
「なかの区報」をご愛読いただき、ありがとうございます。
区政情報をより分かりやすく伝えるため、みなさんの声をお聞かせください。

①区報は毎号読みますか（一つ選択）

⑪区報への意見、読みたい特集など

▼区報の内容について質問します

住 所 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁目　　　　　番　　　　　号

氏 名 年 代
（一つ選択）

10 代以下　20 代　30 代　40 代　50 代
60 代　70 代　80 代以上

1 6

ご協力ありがとうございました　☆住所・氏名を明記の方のみ、抽選の対象

⑤区報の感想は（一つ選択）
Ａ　良い　　　Ｂ　普通　　　Ｃ　悪い

⑥区報の良い点は（当てはまるもの全てを選択）
 Ａ　表紙　　Ｂ　内容　　Ｃ　デザイン　
Ｄ　文字の大きさ　　Ｅ　写真　　Ｆ　色使い　
Ｇ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

⑦区報の改善してほしい点は
　（当てはまるもの全てを選択）

 Ａ　表紙　　Ｂ　内容　　Ｃ　デザイン　
Ｄ　文字の大きさ　　Ｅ　写真　　Ｆ　色使い　
Ｇ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

A　毎号読む
 B　だいたい読む
C　読まないことが多い
D　ほとんど読まない ④区報の電子版を利用していますか

　（当てはまるもの全てを選択）
A　区 の PDF ファイル
 B　マチイロ（アプリ）
 C　カタログポケット（アプリ）
D　利用していない

②区報の発行回数（月2回）は（一つ選択）
A　ちょうど良い（月2回のままで良い）
 B　多い（月1 回以下が良い）
C　少ない（月3回以上が良い）

③区報のページ数（16ページ）は（一つ選択）
A　ちょうど良い
 B　多い
C　少ない

⑨新型コロナワクチン接種の情報を一番多く得た
　のは（一つ選択）

Ａ　区報　　 Ｂ　区HP　　
Ｃ　区報の折り込みチラシ　　D　接種券の案内　　   
 E　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑩関心のある記事は（当てはまるもの全てを選択）
Ａ　巻頭特集　　 Ｂ　催し・講座　
Ｃ　高齢者・介護　　 D　健康・福祉　
 E　子ども・子育て
 F　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

区内在住の方　☆いずれかの方法で一人1回限り

下記事項に漏れなく回答し（紙面のコピーやハガキなどへの回答転記
も可）、7月30日（金）までに次のいずれかの方法で提出
①区 =7月5日以降にアンケート一覧から入力
②ファクス=このページをそのまま広報係へ送信
③区施設で提出=区民活動センター・図書館等に設置
している「声のポスト」、または区役所1階総合案内の

「アンケート回収ボックス」に入れる
④郵送=広報係（〒164-8501／住所不要）へ郵送（消印有効）

「なかの区報」10月5日号（予定）
☆住所・氏名を明記してアンケー
トに協力していただいた方の中
から、抽選で10人に区内共通商
品券（1,000円分）を贈呈。なお 、
当選者の発表は発送をもって代
えさせていただきます

対　象 集計結果（概要）の公表
提出方法・期限

⑧役立った情報は
具体的な内容

⑫
回
答
者

抽選で10人に
商品券が

当たります

自由に記入してください

（町丁名）

▲︎区HP
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施設名等 所在地 開設日時 対象

①中央図書館
　(セミナールーム) 中野2-9-7 指定日の午前9時～午後6時

☆指定日は区HPで確認を
小・中学生、高校生

②野方図書館
　(子ども・YAイベントルーム) 野方3-19-5 毎日午前9時～午後6時

③みなみのライブラリー 弥生町4-27-11
(みなみの小学校内)

毎日午前10時～午後7時 小・中学生
☆誰でも利用できる席あり④美鳩ライブラリー 大和町4-26-5

(美鳩小学校内）

⑤中野第一ライブラリー　　本町3-16-1(中野第一小学校内)

⑥南中野児童館
　（自習室） 弥生町4-36-15 火～土曜日午前9時～午後5時

（正午～午後1時を除く)
小学校4～6年生、
中学生、高校生

⑦若宮児童館
   （自習室） 若宮3-54-7 火～土曜日午前9時～午後4時45分

（正午～午後1時を除く)

⑧城山ふれあいの家
　（学習ルーム） 中野1-20-4 月～土曜日午前10時～午後5時45分

（正午～午後1時を除く)

⑨みずの塔ふれあいの家
　（中高生用自習室） 江古田 1-9-24 木・金曜日午後3時～4時30分 中学生、高校生

次の施設では、静かで快適な環境で集中できるよう、夏季休業期間中（7月21日～8月31日）
に小・中学生、高校生の学習スペースを設けています。ぜひご利用ください。
☆下表の①～⑤は毎月第２月曜日・最終金曜日休館。⑥～⑨は祝・休日休館。
また②～⑤、⑧は、夏季休業期間外も開放

上記の表の③～⑤は4月に開館した地
域開放型学校図書館です。小学校内に設置
され、どなたでも利用できます。授乳室や
乳幼児の専用コーナーもあります。

図書館HPでは、お子さんにおすすめの図書を年
齢ごとに紹介しています。夏休みに本との出会い
を広げませんか。

◀ 詳しくは、区HPを
ご覧ください

▲ 図書館HP

子ども政策調整係／5階
☎（3228）3262　 （3228）5679

夏休みに使える
学習スペース

●お子さんが使える学習スペース一覧（7月21日～8月31日）

▲ 美鳩ライブラリー

夏季休業期間中は毎日開館（休館日除く）
地域開放型学校図書館のご利用を

小・中学生、高校生向けのおすすめ本を紹介
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区選挙管理委員会／9階
☎（3228）8092　 （3228）5687

消費生活センター／1階
☎（3389）1191　 （3389）1199

子育てサービス係／3階
☎（3228）5612　 （3228）5657

子ども・子育て情報
掲示板

明るい選挙ポスター
コンクール作品を募集します

夏休み親子くらしの講座
（2 件）

「夏休み工作 ダンボール椅子を
作ろう！」

ひとり親支援事業

対象  区内在住・在学の小・中学生、高校生
募集作品  明るい選挙の推進を自由に表現したポス
ター。用紙＝四つ切り（542mm×382mm）か八つ切り

（382mm×271mm）の画用紙、画材＝自由（紙や布な
どを貼っても可）
申込み  学校へ直接提出するか、作品裏面の右下に学
校名、学年、氏名とふりがなを記入して9月10日までに
直接、区選挙管理委員会へ
☆全応募者に参加賞あり。入選・
佳作作品は、区民活動センター
などで開催するポスター展で展
示する他、区HPでも公開。なお、
入選作品は、東京都が行う第2
次審査会に提出。また、選挙の
啓発などに利用する場合があり
ます

　次の①②とも
会場  区役所1階特別集会室
申込み  7月6日〜20日に電子申請か、電話で消費生活
センターへ。先着10組20人。（先着5人）希望の方は、
あわせて申し込みを

対象  区内在住のひとり親家庭で、小・中学生、高
校生とその保護者
日時  8月8日（日・祝）午後1時〜4時
会場  中野区さつき寮
申込み  7月7日〜21日に電話で、子育てサービス
係へ。先着5組（お子さんは7人まで）。（先着5人）
希望の方は、あわせて申し込みを

昨年の小学生の
入選作品

▶︎

①「クイズと貯金箱づくりで楽しくお金を
学ぼう！」
日時  8月3日（火）午前10時〜11時30分
対象  区内在住・在学の小学校1〜3年生とその

保護者

②「家庭でのネットやスマホのルール作りの
コツ」
日時  8月5日（木）午前10時〜11時30分
対象  区内在住・在学の小学校4〜6年生とその

保護者

詳しくは都HPで
確認を▶︎

中野区社会福祉協議会　☎（5380）5775

受験生チャレンジ支援貸付の
ご利用を

　受験料や塾の費用を無利子で借りられ、高校・大
学などに入学すると返済が免除されます。貸し付け
要件などについて詳しくは、中野区社会福祉協議
会へ問い合わせを。
対象  中学3年生・高校3年生のお子さんがいる、

所得が一定基準以下の世帯
☆新型コロナウイルスの影響で収入が前年より減
少した方も、対象となる場合があります。相談は、前
日までに予約が必要。第3月曜日を除く平日午前9
時〜午後5時に電話で、同協議会へ
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サービス名 対象 要件 内容

ひとり親家庭ホームヘル
プサービス事業

小学生以下のお子さ
んがいるひとり親家庭

保護者が一時的なけがや病気で家
事や育児ができない場合など

ホームヘルパーの派遣を受けら
れます(事前登録制。所得により
自己負担金あり)

母子家庭等自立支援教育
訓練給付金事業 19歳以下のお子さん

がいるひとり親家庭
☆所得制限あり

雇用保険法による一般教育訓練講
座などを受講する時

講座受講料などの60%相当額（上
限・下限額あり）を受給できます
☆雇用保険法による一般教育訓
練給付金を受給中の方はそれと
の差額

母子家庭等高等職業訓練
促進給付金等事業

国家資格を取得するため、養成機
関等で1年以上の修業をする場合

（支給期間の上限あり）

一定期間の高等職業訓練促進給
付金と修了支援給付金を受給で
きます

東京都母子及び父子福祉
資金貸付

19歳以下のお子さん
がいるひとり親家庭

都内に6か月以上居住している
（連帯保証人が必要）

お子さんの修学や就学支度、親の
技能習得や転宅などに必要な資
金を借りられます

母子生活支援施設入所 18歳未満のお子さん
がいる母子家庭

生活・就労・養育・住宅等の困難な問
題を抱え、支援を必要とする場合

一定の期間の中で、養育支援、家
庭運営支援など自立に向けた支
援を受けられます

母子・父子自立支援員がひとり親家庭(母子家庭、父子家庭）の方の生活・仕事・住宅な
どの状況を伺い、利用できるサービスや各種情報を紹介し、問題解決のお手伝いをします。
相談内容や個人の秘密は堅く守ります。
相談方法   随時受け付け。まずは、子育てサービス係へ電話を

●状況に応じて、下表の生活支援サービスが受けられます　☆全て事前相談が必要

困った時は気軽に相談を

ひとり親家庭のみなさんへ 子育てサービス係／3階
☎（3228）5612  （3228）5657

児童手当・子ども医療費助成係／3階
☎（3228）5446  （3228）5657
☆児童育成手当の問い合わせは
☎（3228）8952へ。 は同上

児童手当と児童育成手当（ひとり親家庭・障
害のあるお子さんのいる家庭等が対象）は、現
況届の提出がないと引き続き手当を受給する
ことができません。まだ提出していない方は至
急提出を。
☆添付書類が必要な場合もあります。詳しくは、
現況届に同封した案内をご覧ください

児童手当・児童育成手当の
現況届の提出はお済みですか
児童手当・児童育成手当の
現況届の提出はお済みですか

子ども総合窓口／3階
☎（3228）8824  （3228）5657

防災備蓄用の生理用品を区役所3階子ども総合窓口や
すこやか福祉センターで無料で配布しています。

更に、女性の健康維持や男女間の格差解消のため、区は
民間事業者と協働し、区役所内の女性用トイレに生理用品
を無料で配布するシステムを設置します。8月1日から利
用可能。専用アプリを起動
したスマートフォンを機器
にかざすだけで、どなたでも
利用できます。

児童手当・児童育成手当の
現況届の提出はお済みですか
生理用品が必要な女性へ
生理用品を無料で受け取れます

◀︎システムについ
て詳しくは︎区HPを
ご覧ください▲︎区HP

▲︎機器のイメージ
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区内で連携自治体の特産品が買えます

「なかの里・まち連携自治体」の産品を取り扱う
区内店舗「なかの里・まちパートナーズ」では、道
の駅から直送される新鮮な野菜や果物など、「里」
の恵みを購入できます。

取り扱い店舗などについて詳しくは、区HPをご
覧ください。

長野県長野県

栃木県栃木県

神奈川県神奈川県

静岡県静岡県

埼玉県埼玉県

新潟県新潟県
福島県福島県

茨城県茨城県
群馬県群馬県

千葉県千葉県
山梨県山梨県

東京都東京都
中野区

商業係／9階　☎（3228）5591  （3228）5656

※ なかの里・まち連携＝都市と
地方が距離を越えて連携し、
互いに補いながら、区民・市
民が中心となり交流すること
で「新しい時代に合った豊か
さ」を目指すこと

1福島県喜多方市
蔵のまち、喜多方ラーメンでお
なじみ。蒔

まき
絵
え

や竹細工づくりな
どの伝統工芸体験ができます

◀︎情緒ある蔵のまち

2茨城県常陸太田市
水戸光

みつ
圀
くに

公隠居の地やそばの
産地として知られ、竜神大吊橋
のバンジージャンプが有名。竜
神ダム湖でカヌーも楽しめます
◀︎夜には︎満天の星が

3群馬県みなかみ町
谷川岳のふもと、利根川の源流
にあり、アウトドアスポーツや
みなかみ18湯と称する個性豊
かな温泉も
◀︎法師温泉・法師の湯

5山梨県甲州市
日本ワイン産業の発祥の地。
市営の「ぶどうの丘」では
180銘柄の飲み比べも。歴史
ロマンや美しく連なる山々な
ど、見どころ満載です

▲︎ぶどうとワイン

現在、区は次の5自治体（里）と連携しています。いずれの「里」も、
「まち」では得られない魅力でいっぱいです。

区HPや中野区公式観光サイト「まるっと中野」では各連携自治体
を紹介しています。
☆新型コロナウイルス感染症の影響で、都外への移動が制限され
る可能性があります。最新情報の確認を

HPで
詳しく

◀︎北条海岸から見た夕景

4千葉県館山市
長い海岸線があり、新鮮な
海産物の宝庫。館山湾に 
沈む夕日は日本の夕

ゆう
陽
ひ

百
選にも ▲︎「まるっと中野」

では︎連携自治体
を動画でも紹介

▲︎施設の特典情
報など詳しくは︎、
区HPで確認を

体験学習係／5階　☎（3228）5608  （3228）5680
軽井沢少年自然の家を利用してみませんか。卓球などを楽し

めるレク室もあり、周辺ではハイキングや果物狩りも体験でき
ます。
☆休館になる場合があります。詳しくは、区HPをご覧になるか、
軽井沢少年自然の家☎0267（45）5420へ問い合わせを

軽井沢少年自然の家で涼しく楽しく HPで
詳しく

▲︎区HP

▲︎区HP

◀︎ステッカーやミニ
のぼりがお店の目印

喜多方市の酒造店と
中野酒販協同組合が
コラボレーションし
たお酒の販売店も

▶
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HPで
詳しく

オリンピック・パラリンピック推進係／6階
☎（3228）8988  （3228）5626

▲︎詳しいルート
などについては︎
こちら

観覧する際は、新型コロナウイルス感染症予防のため、密集を避け、
マスク着用の徹底を。また、大きな声での会話等は控えてください。

8月以降の各種保険証等を郵送します

いずれも税の申告期限が延長されたことにより、税情
報が反映されていない場合があります。該当する方には、
後日正しい自己負担割合の保険証等を改めて郵送します。

資格賦課係／2階　☎（3228）5511  （3228）5655

国民健康保険に加入している70歳〜74歳の方
「東京都国民健康保険高齢受給者証」

今月下旬に郵送します。世帯の対象者全員分を世帯
主の方宛てに郵送するので、対象被保険者氏名欄を確認
してください。

受診の際は、保険証と一緒に高齢受給者証を提示して
ください。
☆自己負担割合は令和3年度住民税課税標準額などを
基に判定。詳しくは、同封の「一部負担金の割合（医療費
などの自己負担割合）について」をご覧ください。
⃝自己負担割合が3割（現役並み所得者）の方へ

前年中の収入額が基準未満の方は、自己負担割合が2
割になる可能性があります。可能性のある方には「国民
健康保険基準収入額適用申請書」を同封するので、期限
内に申請してください。

介護給付係／2階　☎（3228）6531  （3228）8972

要介護・要支援等の認定を受けている方
「介護保険負担割合証」

介護保険サービスの自己負担割合は、毎年8月に見直
します。新しい負担割合を記載した「介護保険負担割合
証」を今月中旬に郵送します。

利用者負担額が基準以上になった場合は「高額介護
サービス費」の支給対象になります。対象者には区から
お知らせを郵送するので、申請してください。

後期高齢者医療係／2階
☎（3228）8944  （3228）5661

後期高齢者医療制度に加入している方
「後期高齢者医療被保険者証」

医療費の自己負担割合は、毎年8月に見直します。負
担割合が変更になる方には、新しい保険証を今月下旬ま
でに簡易書留で郵送します。
⃝自己負担割合が3割（現役並み所得者）の方へ

一定の条件を満たすと自己負担割合が1割になります。
条件に該当する可能性のある方へ、申請書を6月に郵送
しました。申請方法を確認の上、手続きしてください。

東京2020大会いよいよ開幕

聖火リレーが中野を通過します
日時   7月17日（土）午後2時45分～3時34分
リレーコース   中野四季の森公園～山手通り（中野

氷川神社前）
交通規制を行います

リレーコース周辺の道路は車両が通行できない
時間があります。ご協力をお願いします。

オリンピック競技を大型スクリーンで
観戦しよう

対象   区内在住・在勤・在学の方
日程   ①7月24日（土）・25日（日）

 ②7月31日（土）、8月1日（日）
会場   中野セントラルパークカンファレンス・コン

ベンションホール（中野4-10-2）
申込み  ①＝7月16日、②＝7月23日までに電子申
請か、郵送で、オリンピック・パラリンピック推進係
へ。 氏名、住所、生年月日、在勤・在学の方は通勤・
通学先の名称、電話番号、メールアドレス　
☆各日抽選で100人

東中野駅中野駅
JR 中央線

山
手
通
り

中
野
通
り

大久保通り

早稲田通り

青梅街道

Start

Finish

▲︎聖火リレーコース

中止中止
となりました
となりました

※発行直前で中止が確定したものにその旨を表示しました
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電子メール  HPホームページ   一時保育  
手話通訳  記載事項

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

傍聴を

7月21日（水）午後7時～9時
区役所5階教育委員会室
☆事前申込制。7月6日～16日に平
和・人権・男女共同参画係へ

平和・人権・男女共同参画係／4階
☎（3228）8229  （3228）5476

中野区男女共同参画・多文化
共生推進審議会

☆日程は、変わるこ
とがあります

お知らせ

公益活動推進係／5階
☎（3228）3251  （3228）5620

「区民公益活動推進基金からの助
成」申請事業公開オンラインプレ
ゼンテーション HPで

詳しく

区民公益活動推進基金からの助成を
希望する区民団体が、助成の可否を審
査する区民公益活動推進協議会に、事
業内容などを説明するプレゼンテーショ
ンをZ

ズーム
oomでご覧になれます。

参加団体や事業名は、事前に区HPで
確認できます。
日時　7月22日（木・祝）午後1時～3時
15分
申込み　7月19日までに koeki@city. 
tokyo-nakano.lg.jpで、公益活動推進
係へ。 氏名とふりがな、電話番号　

基金への寄付にご協力を
この助成事業は、みなさんからの寄

付を区民公益活動推進基金に積み立て
て財源としています。

寄付してくださる方には、必要書類を
郵送します。また、電子申請も可能です。
寄付について詳しくは、区HPをご覧にな
るか、公益活動推進係へ問い合わせを。

◀︎助成制度
については︎
こちらから

地域自治推進係／5階
☎（3228）8921  （3228）5620

町会・自治会の活動に
参加しませんか

区内にある107の町会・自治会では、
支えあい活動などを通して、その地域
に住む方がより暮らしやすい地域とな
るよう取り組んでいます。

お住まいの地域の町会・自治会を地図
で確認できるリーフレットを区民活動
センター、区役所5階8番窓口で配布中。
その場で町会・自治会への入会手続き、
または添付の専用ハガキで入会の申し
込みができます。

▲︎区HPからダウンロードもできます

国保給付係／2階
☎（3228）5508  （3228）5655

海外での診療費用の保険者負担
分の給付を受けるには HPで

詳しく

国民健康保険に加入している方が海
外渡航中に急病などで診療を受けた場
合は、現地で必ず書類（①診療内容明細
書②領収明細書③領収書）を作成して
もらってください。

①と②は、所定の用紙が必要です。な
お、クレジットカードの明細は、③領収
書とはみなされません。

帰国後、①②③の書類（外国語で記入
されている場合は、日本語の翻訳文を
添付）とパスポート等をそろえて申請す
ると、審査通過後に、保険者負担分の給
付を受けられます。ただし、日本国内で
保険を適用されない診療や治療目的で
の渡航の場合は、対象外です。

詳しくは、区HPをご覧になるか、渡航
前に国保給付係へ問い合わせを。

◀︎申請に必要な書類
は︎区HPからもダウン
ロード可

情報政策推進係／6階　
☎（3228）8807  （3228）5646電子申請で手続きを便利に

▲︎こちらから
もアクセス可

パソコンやスマートフォンを使って手続きができる
電子申請。利用可能な手続きは200件以上あり、場所や
時間を気にせずに手続きができて便利です。

東京共同電子申請・届出サービスHPにアクセスし、活
用してください。
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保健事業係（中野区保健所）
☎（3382）2430  （3382）7765

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
利用差額をお知らせします

先発医薬品の特許期間終了後に同等
の品質で製造・販売される「ジェネリッ
ク医薬品」。先発医薬品から切り替える
と、多くの場合、薬代が安くなります。

切り替えによって自己負担額をどの
くらい軽減できるか試算した結果を、今
月下旬に次の対象の方に郵送します。
ジェネリック医薬品利用の参考にして
ください。
対象　中野区の国民健康保険に加入し
ている20歳以上の方で、次の種類の先
発医薬品を今年4月に処方された方
種類　感覚器官用薬、循環器官用薬、呼
吸器官用薬、消化器官用薬等

中野年金事務所（中野2-4-25）
☎（3380）6111

「ねんきんネット」のご利用を HPで
詳しく

インターネット上でご自身の年金記
録や将来の年金の見込み額などを確認
できるサービスです。

利用方法などについて詳しくは、日本
年金機構HPをご覧になるか、中野年金
事務所またはねんきんネット等専用ダ
イヤル☎0570（058）555（ナビダイヤル）
へ問い合わせを。

催し・講座

平和・人権・男女共同参画係／4階
☎（3228）8229  （3228）5476

平和企画展示
「広島・長崎の原爆記録写真」

原子爆弾投下直後の広島・長崎の街の
様子をパネルで紹介します。いずれも
当日直接会場へ。
会場・日時　
①みなみらいず（弥生町5-11-26）
7月17日（土）～30日（金）午前8時30
分～午後11時　☆日曜日は午前9時
30分から、19日は午後5時まで
②区役所1階区民ホール
8月6日（金）～16日（月）の平日午前8
時30分～午後5時
③中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
東側
8月18日（水）～29日（日）　
☆①②の最終日は午後2時まで

▲︎原爆ドーム（左）と浦上天主堂

◀︎区平和事業の
一覧は︎こちら

耐震化促進係／9階
☎（3228）5576  （3228）5471

緊急輸送道路沿いの建築物は
耐震化の助成を受けられます HPで

詳しく

地震時の避難や消火活動など緊急輸
送を円滑に行うため、「中野区耐震改修
促進計画」では地震発生時に閉塞を防
ぐべき道路を定めています。

これにより、中野通り、大久保通りな
どに接し、地震時に倒壊すると道路を
半分以上塞いでしまう建築物で、昭和
56年5月31日以前に建築されたものは、
耐震診断、補強設計、耐震補強などにか
かる費用の一部の助成を受けられます。

助成を希望する方は、実施前に耐震化
促進係へ相談を。
☆助成額などについて詳しくは、区HP

をご覧になるか、耐震化促進係へ問い
合わせを

中野税務署　☎（3387）8111（代）
☆自動音声で案内しています

所得税・復興特別所得税の
予定納税（第1期分）の
納期限は8月2日です

対象の方へ、6月中旬に通知書を送付
しました。8月2日までに納めてください。
☆予定納税額の減額申請書の提出期限
は、7月15日です
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消費生活センター／1階
☎（3389）1191  （3389）1199

くらしの講座
「シニア向けはじめてのかんたん
スマホ体験講座（入門編）」

対象　区内在住・在勤・在学の方
日時　7月29日（木）午後2時30分～4
時30分
会場　区役所9階会議室
申込み　7月6日～20日に電子申請か、
電話で消費生活センターへ。先着20人。
（先着5人）希望の方は、あわせて申

し込みを

産業振興センター（中野2-13-14）
☎（3380）6946  （3380）6949

「書類選考突破率大幅にアップ！
採用側に会いたいと思わせる職
務経歴書の書き方」

対象　区内在住・在勤の方、区内での創
業を希望する方
受講方法・日時　Z

ズーム
oom（先着20人）＝

8月3日（火）午後5時30分～7時30分、
動画配信＝8月14日（土）～22日（日）
申込み　7月6日～29日に産業振興セ
ンターHPで申し込むか、電話、ファクス
または直接、同センターへ。 受講方法、
氏名とふりがな、電話番号、メールアド
レス

人事係／4階
☎（3228）8041  （3228）5649

特別区（東京23区）職員

募集・求人

採用区分　Ⅲ類、経験者1級職・2級職
（主任）・3級職（係長級）、障害者を対象
とする採用、就職氷河期世代を対象と
する採用　☆一定の資格が必要な職種
あり。詳しくは、試験案内または特別区
人事委員会HPで確認を
申込み　7月15日午後5時までに電子
申請で　☆障害者を対象とする採用選
考のみ郵送可（7月14日までの消印有効）
問合せ先　特別区人事委員会事務局任
用課採用係☎（5210）9787

人事係／4階
☎（3228）8894  （3228）5649

中野区職員（保育士） HPで
詳しく

対象　都道府県知事の登録を受けてい
る保育士の有資格者（来年3月31日ま
でに登録見込みの方を含む）で、昭和59
年4月2日～平成14年4月1日に生ま
れた方　☆国籍不問。選考（筆記・面接）
で20人程度
採用予定日　来年4月1日
申込み　電子申請か、所定の申込書を
郵送または直接、人事係へ。郵送＝8月
2日までの消印有効、電子申請・窓口＝
8月3日午後5時まで
☆詳しくは、区HPで確認を

都市計画係／9階
☎（3228）8964  （3228）5668

土地建物無料相談会

対象　区内在住の方、区内に土地建物
をお持ちの方
日時　7月19日（月）午前10時～午後
3時30分　☆一人当たり30分程度
会場　区役所1階特別集会室
申込み　7月15日までの平日午前10
時～午後4時に電話で、まちづくり推進
土地建物協議会☎0120（406）239へ
☆同協議会との共催

在宅療養推進係／6階
☎（3228）5785  （3228）8716

ACP講演会
「人生100年時代の老年期の人生
設計～自分らしく過ごし最期を
迎えるために～」

ACPとは、人生の最期を迎える時に「自
分はどう生きたいか」を考え、家族たち
と話し合い共有すること。自身の望む将
来について考えてみませんか。
日時　8月4日（水）午前10時～正午
会場　区役所7階会議室
講師　池内朋子氏（東京都健康長寿医
療センター研究所）
申込み　7月6日～28日に電話、 hou 
katukea@city.tokyo-nakano.lg.jp、
ファクスまたは直接、在宅療養推進係
へ。先着50人。 住所、氏名とふりが
な、電話番号
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生活・交通安全係／8階　
☎（3228）8736  （3228）5658

特殊詐欺防止「自動通話録音機」
を無料で貸し出します

警告と録音機能があり、オレオレ詐欺
や還付金詐欺などの被害防止に効果が
あります。
☆設置は利用者が行い、電気代は自己
負担
対象　区内在住のおおむね65歳以上
の方が居住する世帯
貸出数（予定）　先着750台（1世帯1台）
申込み　7月26日午前8時30分から
電話で、生活・交通安全係へ
☆受け取りは、8月10日以降に区役所
8階15番窓口で。非常通報装置を接続
している電話機など、設置できない場
合あり。詳しくは、同係へ問い合わせを

▲︎録音可能時間は︎最大60分

　　　   特殊詐欺に
　　　   ご注意を
　「変だな」と思ったら、相手にせず、
最寄りの警察署に相談してください。
緊急の場合は110番へ。
　中野警察署　☎（5925）0110
　野方警察署　☎（3386）0110

保健事業係（中野区保健所）
☎（3382）2430  （3382）7765

健診結果を確認して活用を

健康・福祉

昨年度の国保特定健診の結果、生活
習慣病の疑いがあり、まだ医療機関を
受診していない方へ「健診結果レポート」
を今月中旬に郵送します。

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。　☆レポートが届いた後に電話
で受診状況を確認します

保健予防係（中野区保健所）
☎（3382）6500  （3382）7765

都医療券（気管支ぜん息）の更新を
大気汚染医療費助成制度 HPで

詳しく

現在認定を受けている方が対象。そ
の治療にかかった医療費の自己負担の
一部（月額6,000円を超えた部分）を都
が助成します。

上記対象者で都医療券を交付された
方は、有効期間満了の1か月前を目安に、
すこやか福祉センターか、中野区保健所
で更新の手続きをしてください。

なお、平成9年4月1日以前に生まれ
た方が更新手続きを行わずに資格を喪
失すると再認定を受けられません。ご
注意ください。
☆一定の要件を満たして新規認定され
た方は、18歳になる月の末日まで助成
を受けられます。認定要件などについて
詳しくは、区HPをご覧になるか、保健予
防係へ問い合わせを

高齢者・介護

介護予防推進係／6階
☎（3228）8949  （3228）5492

高齢者向けICTサポーターを募集

スマホ（スマートフォン）やタブレッ
トの使い方を地域の高齢者に教える方
を募集します。身近な地域であなたの
スキルを生かしませんか。興味のある
方は、オンライン説明会にご参加を。
日時　7月15日（木）午前10時～11時
申込み　7月13日までに kaigoyobou 
@city.tokyo-nakano.lg.jpで、介護予防
推進係へ。 住所、氏名とふりがな、電
話番号、メールアドレス
☆Z

ズーム
oomを使用

◀︎区HP

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

生活機能向上プログラム
「骨盤底筋体操」

内容　尿失禁の予防に効果的な筋力を
強化する体操など
対象　区内在住の65歳以上の方
日時　7月29日（木）午後1時30分～3
時
申込み　7月6日～28日（日曜日を除く）
の午前9時～午後5時に本人が電話ま
たは直接、やよいの園へ　
☆先着12人
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中野区準夜間こども救急診療
15歳以下のお子さんを対象に、小児科医が診

療を行います。
☆ 必ず事前（午後5時30分以降）に電話で連絡を
☆ 保険証・医療証を持って受付時間内に来院を
☆ 症状により診療できない場合があります
☆ 入院などが必要な場合は、他の病院を紹介し

ます

新渡戸記念中野総合病院
（中央4-59-16）　
☎（3382）9991

診療日 年中無休

受付時間 午後6時30分～
9時45分

診療時間 午後7時～10時

☆印は、歯科医療拠点事業（午前9時～正午は、歯科救急電話相談も受け付け）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

7
月
11
日（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田3-15-2 （3387）5421
横畠病院 外・内 新井1-38-6 （3389）2531
若宮診療所 内 鷺宮3-11-8 （3338）7335
山田医院 産婦・小・内 中野2-14-17 （3384）3555
ハートケア銀河クリニック 内・心内 本町2-50-12 2階 （5371）0909
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
ファースト歯科医院☆ 歯 上高田3-40-10 2階 （3385）3911

薬
局

アクア薬局 江古田2-24-14 （3389）5411
ライフ薬局 中野2-11-5 （3380）9393
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

7
月
18
日（
日
）

当
番
医

新渡戸記念中野総合病院 内・外・整・
脳神経外 中央4-59-16 （3382）9991

中野共立病院 内 中野5-44-7 （3386）3166
小池小児科医院 小 若宮3-2-10 （3330）0743
小金澤医院 内・循 江原町3-35-8 （3951）5621

かねなか脳神経外科 内・外・脳神
経外・整 中央4-4-2 （6382）4880

中野新橋内科クリニック 内・循・内分
泌・糖尿 弥生町2-20-18 （6383）3201

景山歯科医院☆ 歯 中央2-59-11 1階 （3367）3456

薬
局

ことぶき薬局中野中央店 中央4-59-11 （5385）2971
青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
わかみや薬局 若宮1-43-11 （5327）3663

7月5日〜20日の休日当番医・当番薬局

広報係／４階
☎（3228）8805  
（3228）5645

　区内全域に約20万部、
各戸配布しています。
　料金や規格などにつ
いての詳しい資料を郵
送しますので、問い合わ
せを。

区報に広告を
掲載しませんか

HPで
詳しく 東京消防庁

（24時間受け付け・年中無休）
救急相談センター

＃7119
ダイヤル回線

☎（3212）2323

プッシュ回線・
携帯電話からは

休日当番医の診療時間

事前に電話で確認を
午前9時～午後5時
保険証・医療証をお持ちください。
往診はしません。

事前に電話で確認を
午前9時～午後5時30分
医療機関受診時の処方せんをお持
ちください。

休日当番薬局の開設時間

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
☎（5272）0303  （5285）8080

（ファクスは聴覚・言語障害者向け）
携帯電話などからは
http://www.himawari.metro.
tokyo.jp/kt/

夜間および日曜日、
祝・休日の医療機関案内

東京都「子供の健康相談室」
☎（5285）8898
プッシュ回線・携帯電話からは
＃8000も利用可
月〜金曜日
　午後6時～翌朝8時
土・日曜日、祝・休日
　午前8時～翌朝8時

小児救急相談

中野消防署　☎（3366）0119
野方消防署　☎（3330）0119

救急病院案内

新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、診療が中
止になる場合があります。最
新の情報は︎区HPで確認を



催しの開催状況は事前に確認を 催しに参加する際は感染症の予防対策を
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
イベントなどの開催が中止や延期になる場
合等があります。参加を予定している方は、
事前に区HPで確認するか、各催しの担当へ電
話などで確認を。

　催しなどに参加する際は、マ
スクの着用やせきエチケット
に協力を。発熱などの症状が
ある場合は参加を控えてくだ
さい。

対象となる要件

　18歳以上の方は、自衛隊東京大規模接種
センター(千代田区大手町1-3-3)でも接種
可能。詳しくは、防衛省HPをご覧になるか、
同センターの予約・問合せダイヤル☎0570
（056）730（ナビダイヤル）へ。

　申請は郵送で受け付け。詳しくは、区HPをご覧になるか、各係へ問い合
わせを。

中野チャンプルーフェスタ次号予告
なかの区報二次元コード

区内各家庭の郵便受けなどに配布しています
情報活用後は、資源として古紙の集団回収へ

次のいずれかに該当する方
●新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者
が死亡または重篤な傷病（※）を負った世帯
※新型コロナウイルス感染症にり患し、約1か月以上の治療が
必要と認められる場合

●主たる生計維持者の事業収入等が、下記の①～③の全てに
該当する世帯（介護保険は②を除く）
①事業収入等のいずれかが、前年中の額の10分の3以上減少
②前年中の所得の合計額が1,000万円以下
③減少が見込まれる事業収入等の所得以外の前年中の所得合
計額が400万円以下

●12歳～15歳の方へ
　接種券の準備を進めています。発送日などは、
決まり次第区HPなどでお知らせします。

●16歳以上の方へ
　接種を希望する方は、予約が必要です。

国民健康保険料について
資格賦課係／2階
☎（3228）5511  （3228）5655
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療係／2階
☎（3228）8944  （3228）5661
介護保険料について
介護資格保険料係／2階
☎（3228）6537  （3228）8972

▲区HPはこちら︎

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方へ

各種保険料の減免減免を受けられる場合があります

新型コロナワクチン接種予約を受け付けています

HPで
詳しく

問合せ

中野区新型コロナワクチン
接種コールセンター
☎0570(03)5444 (ナビダイヤル)

☆毎日午前9時～午後7時

◀︎実施医療機関など
最新の情報は、区HP

でお知ら︎せします
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