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【今号の表紙】
中野駅の宍田駅長
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毎月5日・20日発行
（1月・8月は11日発行）

一日平均 10 万人以上が乗車する中野駅。明治 22 年
(1889 年 ) に甲武鉄道（現 JR 東日本中央線）の駅とし
て開業しました。現在は、新たな改札や駅ビルなどを
一体的に整備するための工事を進めています。今号で
は、駅の様子やこれからについて紹介します。

どんな人が働いているのですか
現在中野駅では、アルバイトを含め80
中野駅在籍10年

倉澤さん

思い出に残っているのは
2012 年に中野セントラルパークが完成し、

人以上が働いています。信号所や改札、

周辺に大学や企業が移転してきました。それ

ホームの担当など、仕事内容はさまざま。

にあわせ、北口を今の位置に移動して拡張し

通常、駅員は午前9 時から翌日午前9 時

たんです。それまで利用者は住んでいる人が

30 分までの勤務で、シフト制なので働く

中心でしたが、幅広い層の人が中野駅を利用

人が多く必要なんです。

するようになり、まちが変わると駅も大きく変
わるのだと実感しました。

てます

こんなこともやっ
年に2回の大掃除

終電後から始発前に中野駅の関係者が集ま
り、線路内のごみを拾います。駅員だけでなく、
駅構内の店舗で働く人なども。写真は昨年12 月
▲中野駅は電車区（車庫）がある
数少ない駅

末に47 人が参加した時の様子。

航空写真で見る100年

大正7年（1918年）

駅周辺には雑木林が広がる
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令和4年
（2022年）4月5日号

昭和42年（1967年）

現在の区役所は翌年（昭和43年）9月
に竣工

平成30年（2018年）

サンプラザなど大きなビルが建ち並ぶ

中野駅の
見どころや
裏側を紹介

大量のカニが飛び出してくる壁！
？
中野駅の社員が企画して作った北陸新幹線PR のため
の展示。5・6 番線のエスカレーターの壁に、3 月下旬まで
掲示されていました。カニの展示は2回目で、SNSなどでも
「怖い」
「面白い」
と話題に。
赤ちゃんもほっとする空間
南口の改札内のベビー休憩室。おむ
つ替えや授乳ができる広めの個室で、
赤ちゃん連れの方の心強い味方です。

社員の仮眠室
仮眠室には、時間になると背中の後ろの袋に
空気が注入され、強制的に起きることができる

中野駅営業開始、明治22年4月11日

起床装置を完備。短時間でもぐっすり眠れるよ
う、寝心地の良いマットレスを使用しています。

開業から130 年以上の歴史がある中野駅。当時
を伝える貴重な看板が、駅長室に飾られています。

歴代駅長の中に込められた
安全への思い
駅長室には初代から現在の駅長の氏名が木
札で並べられています。その中に、
「東日本大震
災発生」
の文字が。これは、震災を第二の出発
点として忘れないようにとの思いから。
「 設備
の補強や災害用品の点検など、みなさんが安
心して利用できるように努めています」
と駅長。

集うだけでなくつながる駅へ

次ページで、新しくなる
中野駅について紹介します

これから

▲︎明治39年ごろの様子。中野駅は現在
より100m ほど西側にありました。令和
8年には、当時の場所に新たな改札が誕
生する予定

中野駅は電車区と車掌区がある鉄道
の要所で、JR 東日本と東京メトロの改札
が一つになっているのも特徴です。
エレベーターがなく、コンコースが狭い
ので、
リニューアルにあわせてバリアフリー
を進めたいです。お客様の安全を守りつ

駅周辺のイメージ。令和8年には中野
駅新改札・西側南北通路が、同9年に
は駅ビルが竣工予定

つ、これからは集うだけでなくまちと人と
が更につながる駅として、情報を発信し
ていきたいですね。

宍田駅長
令和4年
（2022年）4月5日号

4ページへ
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中野駅周辺まちづくり係／9階

☎
（3228）
8970

（3228）
5670

現在中野駅は、駅舎と西側南北通路は区が、駅ビルはＪＲ東日本が主体となって施工中。
完成のイメージや工事の状況などをお知らせします。 ☆イメージは実際と異なることがあります
中野通り

新北口
駅前広場

ここが新しい
現北口駅前広場
（整備済）

◆バリアフリーに配慮した駅舎

 全ホームにエレベーターを設置。駅前広

中野駅
中野駅桃園広場

南口
駅前広場

場にも設置され、車いすやベビーカーで移
1

2

3

4

動しやすくなります。

◆4つの駅前広場

 「新北口駅前広場」
「現北口駅前広場」
「南

口駅前広場」
「 中野駅桃園広場」
の4か所の
駅前広場が誕生。広々した連絡通路で、ス
ムーズに行き来できるようになります。

◆買い物に便利な駅ビル

 5階建てで、2階〜4階には食事や買い

14か所の駅前広場の位置関係図 2新しく設置される西側の改札
駅前広場 4新北口上空から見た駅ビルを含む建物

3新北口

物に便利な商業施設が入る予定です。

現在、工事を進めています
2021年3月

2022年3月

中野駅では、令和８年末の橋上
駅舎・南北通路完成を目指して工
事中です。現在は線路直上に床を
作るため、型枠にコンクリートを流
し込むなどの作業を進めています。

2023年イメージ

2026年イメージ

お客様や列車の安全のため、大
部分の作業は終電から始発までの
約３時間で実施。年末ごろには上
部建物の鉄骨を組み始め、今は１
台のタワークレーンもその頃には３
台が並ぶ予定です。

まちづくりも進めています
区は、持続可能なまちの実現を目指し、中野駅だけでなく、
中野駅周辺の各地区でのまちづくりを一体的に進めています。
計画について詳しくは、右記二次元コードから確認できます。
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令和4年
（2022年）4月5日号

JR 東日本
東京工事事務所

内山さん

▲ 東京工事事務
所公式ツイッター
で作業の様子が
見られます

お子さんの

予 防 接 種 を忘れずに

保健予防係
（中野区保健所）
☎
（3382）
6500
（3382）
7765

「予防接種予診票」が届いたら接種の計画を
ＭＲ
（麻しん・風しん混合）
2期
幼稚園・保育園の年長組に相当する年齢のお子さん
（平成 28 年
4月2日～同29年4月1日生まれ）
が対象。今月末までに郵送します。
麻しん
（はしか）
と風しんは、感染力が強く、予防接種を受けな
いと多くの人がかかってしまいます。合併症を引き起こすことも
あり、軽視できない病気です。そのため、小学校入学までに2回の
接種が推奨されています
（1回目は1歳以上 2 歳未満）
。

DT
（ジフテリア・破傷風混合）
2期
11歳以上13歳未満のお子さんが対象。11歳の誕生月の月末に
郵送します。
DT は、幼児期に受けたジフテリア・百日せき・破傷風 3 種混合

HPで

詳しく

◀︎詳しくは
区 HP をご覧ください

任意予防接種の費用助成を

ご利用ください

ＭＲ
（麻しん・風しん混合）
申請手続き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。
助成対象 MR1期または2期の接種期間を過ぎ
てしまった18歳以下の方

おたふくかぜ
（流行性耳下腺炎）
直接、区内契約医療機関へ。
助成対象 1歳〜就学前のお子さん
☆2回まで。区外で接種した方も、費用を申請で
きる場合があります

（DPT）
ワクチン、これらにポリオを加えた4 種混合
（DPT-IPV）
ワク
チンの接種後、更に免疫力を高めるために接種するものです。

日本脳炎2期
9 歳以上 13 歳未満のお子さんが対象。9 歳の
誕生月の月末に郵送します。
けい

子宮頸がん
小学校 6 年生～高校1年生に相当する年齢の女性が対象。今月
中に郵送します
（高校1年生相当の方には、3 月上旬に郵送済み）
。

軽井沢少年自然の家のご利用を

中野区に転入した保護者の方へ
転入後、手続きをしないと予診票は郵送
されません。定期予防接種の対象となるお
子さんの保護者は、予診票の交付申請手続
きをしてください。
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。

体験学習係／5階
☎
（3228）
5608 （3228）
5680

HPで

詳しく
豊かな自然の中、家族やグループでハイキングやサイクリングなど
を楽しめます。卓球やバドミントンを楽しめるレク室もあり、スポーツ
合宿などにも利用できます。
利用できる方 区内在住・在勤・在学の方、区内の青少年団体・社会教

育団体など

所在地 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2141
（しなの鉄道中軽井沢

駅から徒歩20分）

料金 宿泊費
（1泊）
＝2,300円
（中学生以下＝1,100円、2歳以下＝無
料）
、食事代
（朝夕2食）
＝2,500円
（中学生以下＝2,000円、2歳以下＝

1,200円）
申込み 利用予定日の7日前までに電話で、軽井沢少年自然の家☎
0267(45)5420へ。青少年団体、社会教育団体＝利用日の3か月前

から、その他＝2か月前から申し込み可
☆詳しくは、区 HPをご覧になるか、軽井沢少年自然の家へ問い合わせを
令和4年
（2022年）4月5日号
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相談会のご利用を
HPで

第 3日曜日の法律相談

詳しく

区民相談係／1階 ☎
（3228）
8802

（3228）
5644

内容

区内在住の方が対象。弁護士による相談。必ず

日時

① 4 月17 日、② 5 月15 日、いずれも日曜日、午

事前予約を

住宅政策係／9 階 ☎
（3228）
5581

（3228）
5669

内容 区内の小規模建設事業者団体による相談

日時 4月、5月の毎週金曜日、午前10時～午後4時
（正
午～午後1時を除く） ☆ 4 月29日を除く

会場 区役所1階区民ホール ☆当日直接会場へ

後1時～4 時 ☆一人当たり25 分以内
会場 区役所1階専門相談室

申込み

すまいのリフォーム相談

①＝ 4 月11日、②＝ 5 月 9 日の午前 9 時から

電話で、区民相談係へ。各日先着12 人
☆平日の相談は、月曜日
（第 3日曜日の翌日を除く）
、水

曜日に実施。詳しくは、区 HP をご覧になるか、区民相談
係へ問い合わせを

性的マイノリティ対面相談
「中野にじいろ相談」

HPで

詳しく

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

区内在住・在勤・在学の方が対象。性的マイノリ

ティ当事者による相談

土地建物無料相談会
都市計画係／9 階 ☎
（3228）
8964

（3228）
5668

対象 区内在住または区内に土地建物をお持ちの方

日時 4 月 19 日
（火）午後 6 時～8 時

☆一人当たり

30 分

会場 区役所1階専門相談室

日時 4 月26日
（火）
午前10時～午後 3時 30 分

申込み 4月6日から電子申請か、電話または直接、平和・

会場 区役所1階区民ホール

氏名とふりがな
（仮名可）
、連絡先、年代、相談項目

電話で、まちづくり推進土地建物協議会☎ 0120
（406）

さい

☆一人当たり30 分程度

人権・男女共同参画係へ。先着4人。 住所
（町丁まで）
、

申込み 4 月20 日までの平日午前 10 時〜午後 4 時に

☆毎月第 3 火曜日に実施。詳しくは、区 HP をご覧くだ

239 へ ☆同協議会との共催

身近な健康生きがいづくりの場

高齢者会館などのご利用を

ぜひご参加を

◀︎区 HP

高齢者会館は60歳以上の方が利用できる地域の憩いの場です。
趣味の活動や介護予防を目的とした講座などを地域の方と交流し
ながら楽しめます。ぜひご利用ください。
☆高齢者会館の所在地などについて詳しくは、区 HP をご覧になる
か、下記いずれかのすこやか福祉センターへ問い合わせを

生活機能向上プログラム

「腰痛改善のセルフケア」
やよいの園
（弥生町 3-33-8）
☎
（3370）
9841 （3370）
8362
内容 腰痛を軽くする方法をあん摩マッ
サージ指圧師から学びます

問合せ先のすこやか福祉センター
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対象 区内在住の65 歳以上の方

①南部( 弥生町 5-11-26) ☎(3380)5551

(3380)5532

②中部( 中央 3-19-1)

☎(3367)7788

(3367)7789

③北部( 江古田4-31-10) ☎(3389)4321

(3389)4339

④鷺宮( 若宮 3-58-10)

(3336)7134

☎(3336)7111

令和4年（2022年）4月5日号

日時 4 月20日( 水 )午後1時 30 分～
3時

申込み 4月6日～19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

ゼロカーボンシティを目指して
ゼロカーボンシティ

環境にやさしい行動を

環境・緑化推進係／8 階
☎
（3228）
5516 （3228）
5673

区は、2050 年までに CO（二酸化炭素）
など温室効果ガスの排出量と吸収・除去量の差
2

◀︎宣言の全文
は、区 HP でご
覧になれます

し引きゼロ
（実質ゼロ）
を目指す「中野区ゼロカーボンシティ」を宣言しています。

脱炭素社会を実現するには、区と区民・事業者が一体となって推進することが重要です。

一人ひとりが日常レベルで取り組みましょう。

ミライ

お得に燃料電池自動車を体験「なかの MIRAI プラン」

環境・緑化推進係／8 階
☎
（3228）
5516 （3228）
5673

燃料電池自動車MIRAIは、水素を利用して走行時にCO2 を排出しません。
区は、トヨタモビリティサービス
（株）
と連携し、この次世代自動車をお得に
借りられるプランを区内在住の方に提供します。
脱炭素社会の実現のため、ぜひ体験してみませんか。
「なかの里・ま
ち連携自治体
（※）
」の訪問特典もあります。
詳しくは、区 HP をご覧になるか、環境・緑化推進係へ問い合わせを。
期間 来年 3 月31日まで ☆予算額に達した時点で受け付け終了

▲区 HP

※茨城県常陸太田市、群馬県みなかみ町、千葉県館山市、山梨県甲州市の4自治体。福島県喜多方市は当プラン対象外

交通政策係／8 階
☎
（3228）
5819 （3228）
5675

「中野区シェアサイクル」の活用を
自転車を乗りたい時に借りて、目的地で返せるシェアサイクル。区内に
設置したサイクルポート
（自転車の貸出・返却場所）
で利用でき、他の 12 区
（千代田、中央、港、新宿、文京、江東、品川、目黒、大田、渋谷、杉並、練馬）
の
サイクルポートでも返却できます。
利用するには、会員登録か 1 日パスの購入が必要。
サイクルポートの設置場所などについて詳しくは、
事業者 HP をご覧ください。

◀︎事業者 HP

「出前講座」を活用してエコライフ

▲区内に31ポート。順次、増設します

中野区ごみ減量
キャラクター
「ごみのん」
▶︎

地域の行事や各種勉強会、子育てグループの集まりなどで、次の講座を活用しませんか。
いずれも、なかのエコポイント 200 ポイントをもらえます。 ☆随時受け付け

ごみ減量出前講座

地球温暖化防止出前講座

ごみ減量推進係 ( リサイクル展示室内 )
☎
（3228）
5563 （3228）
5634

環境・緑化推進係／8 階
☎
（3228）
5516 （3228）
5673

講義形式やクイズ・ゲーム仕立てで楽しく学べるもの、

地球温暖化や省エネ等について学べます。

会合前の10 分程度のミニ講座など、希望の内容・時間に

申し込み方法などについて詳しくは、環境・緑

対応します。状況により清掃車の収集実演等も可能です。

化推進係へ問い合わせを。 ☆ 10 人以上の

気軽にごみ減量推進係へ相談を。

集まりで利用可

◀︎詳しくは、
区 HP をご覧
ください

◀区 HP

令和4年（2022年）4月5日号
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「第 4 次中野区住宅マスター
プラン」を策定しました

お知らせ

HPで

詳しく

「中野区耐震改修促進計画」を
改定しました
HPで

詳しく

「中野区人権及び多様性を尊重する
まちづくり条例」を制定しました HPで

住宅政策係／9 階
☎（3228）
5581 （3228）
5669

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

これは、区の住宅政策の基本方針とし

区は、住宅や建築物などの耐震化を

て、具体的な施策を展開していくための

進め、災害に強い安全なまちを実現す

計画です。

るため、計画の一部を改定しました。

詳しく

この条例は、全ての人が差別を受け

耐震化促進係／9 階
☎
（3228）
5576 （3228）5471

ることなく、それぞれの能力を発揮し、

計画の全文とパブリック・コメント手

計画の全文とパブリック・コメント手

地域社会の一員として安心して暮らす

続きの結果は、区 HP 、区民活動センター、

続きの結果は、区 HP 、区民活動センター、

ことができるまちづくりを推進するた

図書館、すこやか福祉センター、区役所

図書館、すこやか福祉センター、区役所

めのものです。

4 階区政資料センター、同 9 階 4 番窓口

4 階区政資料センター、同 9 階 8 番窓口

でご覧になれます。

でご覧になれます。

「西武新宿線沿線まちづくり整備
方針
（野方駅周辺地区編）
」を
策定しました
HPで

「国民生活基礎調査」
対象世帯はご協力を

条例の全文やパブリック・コメント手
続きの結果については、区 HP か、区民活
動センター、区役所 4 階区政資料セン
ター、同4階10番窓口でご覧になれます。
◀条例についての
区 HP

野方以西まちづくり係／9 階
☎（3228）
5569 （3228）
5417

衛生環境係
（中野区保健所）
☎
（3382）
6662 （3382）6667
この調査は、国民生活の基礎的な事

パートナーシップ宣誓をご存じですか

区は、西武新宿線の連続立体交差事

項
（保健、医療、福祉、年金、所得など）
を

多様な生き方、個性や価値観を受け

業
（※）
とあわせた、同沿線地域のまちづ

調べるために、厚生労働省が毎年行っ

入れる地域社会の実現を目指す取り組

くりを検討しています。このたび、野方

ているものです。

みの一つです。人生のパートナーとし

駅周辺地区の整備方針を策定しました。

て相互に協力し合い、同居して共同生

方針の全文とパブリック・コメント手

活することを宣誓した同性の二人に宣

続きの結果は、区 HP 、区民活動センター、

誓書等受領証を交付します。

区役所 4 階区政資料センター、同 9 階

成年年齢の引き下げに伴い、4 月から
宣誓できる年齢は18歳以上になりました。
◀︎パートナーシップ
宣誓についての区 HP

19 番窓口でご覧になれます。
※連続立体交差事業＝鉄道を一定区間
連続して高架化または地下化すること

対象の世帯
（無作為に抽出した区内約
435 世帯）には、今月中旬以降、調査員
が伺います。
調査内容を統計以外の目的に使用す
ることはありません。ご協力をお願いし
ます。
☆調査員は「調査員証」
を携帯しています

で、多数の踏切を除却する事業

確定申告の振替納税をする方は
預貯金残高の確認を

傍聴を
中野区都市計画審議会
都市計画課庶務係／9 階
☎
（3228）
8840 （3228）
5668
4 月20日
（水）
午後1時から
区役所 4階第1委員会室
☆先着 25 人。午後 0 時 30 分から
会場で受け付け

8

詳しく

令和4年（2022年）4月5日号

中野税務署

☎
（3387）
8111 ☆自動音声案内

振替納税とは、預貯金口座からの口座引き落としにより税を納付する制
度です。振替納税を利用する方は、振替日の前日までに預貯金残高の確認
をしてください。
税目・振替日

所得税及び復興特別所得税＝4 月21日

個人事業者の消費税及び地方消費税＝4 月26日

電子メール HP ホームページ

国民健康保険の加入・喪失の
届け出は14日以内に

国民年金係／1 階
☎（3228）
5514 （3228）
5654

届け出が必要な場合
国民健康保険への加入＝職場の健康保

手話通訳

記載事項

有料ごみ処理券は中野区の
シールの使用を

令和 4 年度の国民年金保険料

資格賦課係／2 階
☎
（3228）
5511 （3228）5655

一時保育

清掃事務所
☎
（3387）
5353

（3387）5389

国民年金保険料は、年度ごとに改定

事業系ごみを区のごみ収集に出す場

されます。令和 4 年度の保険料月額は、

合は「中野区事業系有料ごみ処理券」が、

険をやめた時、家族の扶養から外れた時。

前年度より20円引き下げられ、16,590

家庭から粗大ごみを出す場合は「中野

健康保険資格喪失証明書
（退職証明書、

円となります。

区有料粗大ごみ処理券」が、それぞれ必

離職票など）
が必要

納付書は、今月上旬に、日本年金機構

要です
（いずれもシール状）
。他区の有

☆加入の届け出が遅れた場合でも、保

から1年分まとめて郵送されます。各月

料ごみ処理券は、中野区内では使用で

険料は資格発生日までさかのぼって納

の納付期限を確認して、期限内に支払っ

きません。

付する必要があります。ただし、原則と

てください。

して保険給付をさかのぼって受けるこ

いずれも、区内のコンビニエンススト

なお、1年分または 6 か月分を前払い

アなどの取扱店舗で購入し、ごみ袋ま

とはできません

できる納付書も同封予定です。まとめ

たは粗大ごみに貼って出してください。

国民健康保険の喪失＝職場の健康保険

て前納すると、割引が適用されます
（納

最寄りの販売場所は、区 HP で確認する

に加入した時。国民健康保険証と職場

期限 5 月2日）
。また、2 年分まとめて前

か、清掃事務所へ問い合わせを。

の健康保険証が必要

納したい場合は、早めに年金事務所へ

☆他の健康保険に加入した後、中野区

申し出を。

が必要です。区 HP から手続きするか、電

の国民健康保険証を使って受診した場

支払方法 金融機関・コンビニエンスス

話で粗大ごみ受付センター☎
（5715）

合は、区が負担した医療費を返還する

トアでの現金支払い

2255 へ
（月～土曜日の午前 8 時～午後

必要があります

れば、口座振替、クレジットカード払い

前記の他に必要な書類

も可能。なお、コンビニエンスストアで

加入・喪失いずれの手続きも、世帯主の

は30 万円を超える納付はできません

マイナンバー確認書類
（マイナンバー

問合せ先

☆別途手続きす

なお、粗大ごみの収集には、申し込み

7時）
。

中野年金事務所☎（3380）

カード、通知カードなど）
と、本人確認書

6111 ☆自動音声案内に従い「2」の「2」

類
（運転免許証、パスポートなど）

を選択

手続き場所 地域事務所、区役所 2階 5

▲中野区事業系有料ごみ処理券

番窓口 ☆短期証・資格証明書を持って

◀︎粗大ごみ収集の
申し込みについて
はこちら

いる方の受け付けは区役所のみ。手続
きは郵送でも受け付けています
問合せ先 加入・喪失の届け出について
＝資格賦課係、保険給付について＝国
保給付係☎
（3228）
5508

電子版区報のご利用を
広報係／４階 ☎
（3228）
8805

HPで

詳しく

（3228）
5645

無料アプリ「カタログポケット」を利用するとスマー

ウクライナ救援金にご協力を
総務係／４階 ☎
（3228）
8811

（3228）
5647

人道支援のための救援金を 5 月31日まで受け付

トフォンなどで区報をご覧になれます。10 言語の自

けています。救援物資は受け付けていません。

動翻訳など便利な機能がたくさん。ぜひご利用を。

受付場所 地
 域事務所、区役所 1 階 21 番窓口、同 4
階1番窓口

受付時間 平日午前 8時 30 分～午後 5時
◀︎区 HP

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和4年（2022年）4月5日号
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催し・講座
産業振興センターの講座
（2 件）
産業振興センター
（中野 2-13-14）
☎
（3380）
6946 （3380）6949

区民のための
パソコン・スマホ入門講座

募集・求人

中野区シルバー人材センター
☎（3366）
7971 （3366）
7998
対象 区内在住・在勤の方
内容・日時

パソコン入門＝ 4 月 21日

HPで

詳しく
情報政策推進係／6 階
☎
（3228）
8807 （3228）
5646

次の①②とも、4 月6日から産業振興

（木）午前10 時～午後 3 時、スマホ基礎

情報システムのプロジェクトマネジメ

センター HP で申し込みを。詳しくは、同

＝ 22 日
（金）午前 10 時～正午、スマホ

ントに関する知識や実務経験がある専

センター HP をご覧ください。

LINE ＝22 日
（金）午後 1時 30 分～3 時

門職を2人募集します。

30 分

勤務期間 7月1日～来年3月31日
（任

会場 中野区シルバー人材センター北部

期満了後に更新の場合あり）

タートアップ準備講座

分室
（〒165-0033 若宮 3-15-12）
、同南

申込期間 4 月21日～5 月13日

対象

部分室
（〒164-0012 本町 6-17-12）
、同

☆申し込み方法や要件

を希望する方

江古田分室
（〒165-0022 江古田 4-14-

などについて詳しくは、

配信期間 5 月7日
（土）
～15日
（日）

11）

区 HP をご覧ください

申込期限 4 月28日午後 5時

申込み

①ゼロから起業したい人のためのス
区内在住・在勤の方、区内で創業

ライン

往復ハガキで受講を希望する

会場へ。4月12日必着。抽選で各回6人

②自分らしく輝きたい女性のための

（計 54 人）
。 講座名・会場、住所、氏名

再就職支援講座
（全 3 回）

とふりがな、電話番号
（返信用にも住所、

対象

氏名） ☆結果は、4月15日までに郵送

区内在住の方、区内企業への再

区立保育園会計年度任用職員
（登録者）
HPで

詳しく

区立保育園係／3 階
☎
（3228）
8906 （3228）
5667

職種（6 種） 保育補助、短時間保育補

就職を希望する方
日時 5 月24日、6 月21日、7 月26日、
いずれも火曜日、午後 1時 30 分～3 時
ズーム

30 分 ☆ Zoomを利用
申込期限 5 月11日午後 5時

東京都子育て支援員研修
「地域保育コース」

助、用務補助、調理補助、一般看護師、栄
HPで

詳しく

（公財）東京都福祉保健財団
子育て支援員担当 ☎
（3344）
8533

養士
勤務期間 来年3月31日まで ☆勤務
日数・時間は調整可

参加費 3,000円
（全回分）

対象

無料の動画配信もご利用を

として就業する意欲のある方

格の有無などにより異なります。保育補

配信期間 第1回＝5月14日
（土）
～24

申込期限 4 月15日
（必着）

助は無資格・未経験の方も歓迎

日
（火）
、第 2 回＝6 月11日
（土）～21日

☆募集案内は、東京都福祉保健財団 HP

申込み 電子申請か、所定の登録申込書

（火）
、第3回＝7月16日
（土）
～26日
（火）

でダウンロード可。区役所 5階1番窓口

を郵送または直接、区立保育園係へ

でも若干数配布。この研修制度全般に

☆欠員などの状況に応じて随時面接を

ついての問い合わせは、東京都福祉保

実施。登録申込書や勤務条件について

健局少子社会対策部計画課☎（5320）

詳しくは、区 HP をご覧になるか、区立保

4121へ

育園係へ問い合わせを

☆申し込み方法は前記と同じ
◀︎産業振興
センター HP
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IT 専門支援員
（会計年度任用職員）

令和4年（2022年）4月5日号

都内在住・在勤で、子育て支援員

時給 1,041円～1,556円 ☆職種、資

電子メール HP ホームページ

特別区の区立幼稚園教員

HPで

詳しく

教職員係／5階
☎
（3228）
8861

（3228）5682

「中野区自転車等駐車対策協議会」
区民委員
HPで
詳しく

自転車対策係／8 階
☎（3228）
8063 （3228）
5675

一時保育

手話通訳

記載事項

円
（所得税込み） ☆交通費支給なし
提出書類 「応募の動機」を800 字程度
（書式自由）
申込み

提出書類をファクス、郵送ま

対象 区内在住の方

たは直接、自転車対策係へ。4 月 25 日

先は特別区
（大田区・足立区を除く）
の区

活動内容

必着。選考で 2 人。 住所、氏名とふり

立幼稚園です。内容について詳しくは、

用についての審議など

特別区人事・厚生事務組合 HP をご覧にな

任期 5 月
（予定）から 2 年間

るか、配布中の案内を確認してください。

は平日昼間、区役所で年 4～5回程度

☆結果は、全応募者に郵送。詳しくは、

申込み先 特別区人事・厚生事務組合教

報酬

区 HP で確認を

募集は①②の2種類で、いずれも勤務

区の自転車の駐車対策や活

がな、電話番号、性別、あれば所属する
☆会議

会議への出席 1回につき 3,000

区民団体や地域での活動経験

育委員会事務局人事企画課採用選考担
当
（〒102-0072 千代田区飯田橋 3-5-1
東京区政会館17階）
案内配布場所

区役所 5 階 15 番窓口

または前記申込み先

①教員採用候補者
対象

幼稚園教諭普通免許状を持って

いる
（来年 4 月1日までの取得見込み含
む）
、昭和63年4月2日以降に生まれた方
申込み 5 月6日までに特別区人事・厚
生事務組合 HP から申し込むか、郵送
（消
印有効）
で、前記申込み先へ
問合せ先 ☎
（5210）
9857

②臨時的任用教員採用候補者
対象

幼稚園教諭普通免許状を持って

いる方
申込み 郵送で、前記申込み先へ
☆新規申込者の選考は毎月実施。更新
申込者は6 月選考
問合せ先 ☎
（5210）
9857

区民のみなさんの公益活動を応援します
公益活動推進係／5階 ☎（3228）
3251

（3228）
5620

区は、公益活動を推進するため、次の委員・事業を募集します。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。

「区民公益活動推進協議会」
区民委員
対象

公益活動団体への
助成事業

HPで

詳しく

区民の公益活動の推進に意

次のいずれも、区民公益活動団

欲的に取り組み、会議に積極的に参

体が行う事業が対象。内容・経費な

加できる18 歳以上の区内在住の方

どを審査した上で、対象となる経費

活動内容

総額の 3 分の 2 以内を助成します。

公益活動を行う区民団

体への助成の審査や公益活動の推

必要書類などについて詳しくは、区

進についての審議など

HP をご覧になるか、
区役所5階 9 番

任期 6月
（予定）
から2年間 ☆会

窓口で配布中の手引きをご覧くだ

議は年 5回程度
（うち2回は日曜日
午後、それ以外は平日夜間を予定）
報酬

会議 へ の 出席 1 回 に つ き

3,000 円
（所得税込み） ☆交通費
支給なし
提出書類 「応募の動機」と「区民

さい。 ☆申請する前に相談が必要

①区民公益活動推進基金からの
助成
助成限度額 1事業 30 万円

申込み 4 月11日～6 月 3 日に

koeki@city.tokyo-nakano.lg.jp、

公益活動推進に当たって思うこと」

郵送または直接、公益活動推進係へ

をあわせて800 字程度
（書式自由）

☆同じ団体の同一事業は 3 回まで

申込み 電子申請か、提出書類を郵

申請可。対象団体は、書類審査、プ

送または直接、公益活動推進係へ。

4 月 26 日必着。選考で 2 人。 住
所、氏名とふりがな、電話番号、生
年月日、性別、あれば所属する区民
団体や地域での活動経験
は、全応募者に郵送

☆結果

レゼンテーションで決定します

②区民公益活動に関する政策助成

助成限度額 1事業 20 万円で 1団
体につき2 事業、総額 40 万円

申込み 4 月11日～6 月10日に電

子メール、郵送または直接、対象と

なる各活動を担当する係へ
◀︎区 HP

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和4年（2022年）4月5日号
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高齢者・介護
令和4年度「後期高齢者医療暫定
保険料額決定通知書」
を4月15日
ごろ郵送します
後期高齢者医療係／2階
☎
（3228）
8944 （3228）5661

「いきいき入浴」
「はつらつ事業」に
参加しませんか
地域福祉推進係／6 階
☎（3228）
5713 （3228）
5662

一人が一緒に入浴できます
（1回100円）
浴場開放日

毎月第 2・第 4 の、各浴場

が指定する曜日
登録方法 住所、氏名、生年月日が確認

区内などの公衆浴場 21か所を 1回

できるもの
（健康保険証など）
を持って

100円で利用できる「いきいき入浴」と、

直接、
「いきいき入浴」の登録を希望す

うち20か所で浴場開放前の1時間を利

る浴場
（1か所のみ）
へ。なお、
「はつらつ

この通知は 4 月～6 月までの保険料

用して軽体操などに無料で参加できる

事業」は、登録浴場以外でも参加可

額とその納付方法をお知らせするもの

「はつらつ事業」を行っています。登録

☆特別入浴デーも利用可。今年度は七

です。ただし、今回通知するのは前年度

の上、ご利用を。

夕湯
（7 月 7 日）
、敬老湯
（9 月19 日）
、ひ

の保険料額に基づいて計算された暫定

対象 区内在住の65 歳以上の方

な祭り湯
（来年 3 月3日）
の3回

の額です。令和 4 年度の年間保険料額

☆一人での入浴が難しい方は、介助者

は、同3 年中の所得に応じて7 月に計算
し、再度通知します。
なお、納付方法は「年金からの天引き」
「納付書での支払い」
「口座振替」のいず
れかです。
詳しくは、通知をご覧になるか、後期
高齢者医療係へ問い合わせを。

認知症の方のためのサービスのご利用を
高齢者サービス係／6 階 ☎（3228）
5632
はいかい

①徘徊高齢者探索サービス

認知症の方が徘徊した時に居場

高齢者世帯の方へ

緊急連絡カードを作りませんか
地域支えあい活動支援係／5階
☎
（3228）
5582 （3228）5620
区は、緊急連絡先やかかりつけ医な
どを記入する「緊急連絡カード」の作成
を進めています。これは、一人暮らしの
高齢者などが万一の時に、駆け付けた
救急隊員が本人の情報を確認し、救急
搬送に役立てるためのものです。
緊急連絡カードの情報は、区、地域包
括支援センター、民生委員が共有します。
次の対象の方で、緊急連絡カードの
作成を希望する方は、すこやか福祉セ
ンターか、地域支えあい活動支援係へ
問い合わせを。
対象

おおむね 70 歳以上の一人暮ら

しや日中は一人で家に居るなど、必要と
する高齢者世帯

▲「救急医療情報キット」
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所を探索できる GPS
（ 全地球測位
システム）
端末を貸し出します。
位置の情報は、パソコン、スマー
トフォン、携帯電話
（一部機種を除
く）
でご覧になれる他、電話での確
認も可能です。
利用者負担金 月額600円
（住民税

非課税世帯は300円）

②認知症高齢者等個人賠償責任
保険

認知症の方が他人に損害を与え、

法律上の賠償責任を負った場合に、
その費用を補償
（最高 3 億円）する
保険です。自己負担はありません。

（3228）
5492

①②とも

対象

区内在住で、在宅で生活し

ている要支援 1～要介護 5 の方で、
認知症により徘徊行動のある65 歳
以上
（初老期認知症の場合は 40 歳
以上）
の方
☆①は前記の徘徊行動のある高齢
者を日常的に介護していて、位置情
報の確認後に徘徊した高齢者を迎
えに行くことができる方も対象
（代
わりに迎えに行ける方がいる場合
も含む）
申込み

直接、担当の地域包括支

援センターへ ☆詳しくは、区 HP を

ご覧になるか、高齢者サービス係へ
問い合わせを

電子メール HP ホームページ

地域で介護予防の活動をしている方へ

補助金の申請を

HPで

詳しく

介護予防推進係／6階
☎
（3228）
8949 （3228）5492

地域で高齢者の介護予防に関する活
動
（住民主体サービス事業）
をしている
団体は、運営費の補助を受けられます。

内容

手話通訳

記載事項

ファミリー・サポート事業
予約制会員登録

妊婦さんの歯っぴいお食事講座
南部すこやか福祉センター
（弥生町 5-11-26）
☎︎
（3380）
5551 （3380）
5532

一時保育

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

初めて出産を迎える区民の方を

子育てを地域で手助けする、相互援

対象に、妊娠中から出産後の食事のポ

助活動の利用・協力会員の登録を事前

イントとお口のケアなどを紹介

予約制で受け付けます。

HP をご覧になるか、介護予防推進係へ

☆希望者は、食事診断も受けられます

対象

問い合わせを。

日時 4 月27日
（水）
午後1時 30 分～2

援助を受けたい方

申請期限 来年 2 月28日

時 40 分

住・在勤・在学か隣接区にお住まいで、子

会場 南部すこやか福祉センター

育ての援助をしたい20 歳以上の方

申込み 4 月13 日～25 日に電子申請

日時 4 月 22 日
（金）
、5 月 10 日
（火）
、

か、電話または直接、南部すこやか福祉

いずれも午前10時～正午

センターへ。先着 6 人程度

会場 スマイルなかの
（中野 5-68-7）

申請方法などについて詳しくは、区

子ども・子育て
就学援助をご利用ください
学事係／5階
☎︎
（3228）
5459

受給している世帯及び令和 3 年中の各
世帯員の合計所得金額の合算が基準額
の範囲内にある世帯の方は、公立小・中
学校
（国立・都立及び中野区外の公立学
校を含む）
に通うお子さんの給食や学用
品などの費用の援助を受けられます。
また、小・中学校の特別支援学級に通
うお子さんがいる家庭には、特別支援
学級就学奨励費の制度があります。
申請方法などについて詳しくは、在籍

協力会員＝区内在

申込み 4月8日午前10時から電話で、
中野区ファミリー・サポート事業担当へ

（3228）5680

区内に住民登録があり、生活保護を

利用会員＝区内在住で子育ての

んのいる方へ
お子さ

おすすめのサイトはこちら

保育園給食の献立と
人気料理レシピ

HPで

詳しく

子育て応援サイト
「子育てナビ」

区 HP で、保育園給食の献立や子どもたち
に人気のレシピ、調理のポイントを紹介。
離乳食献立と作り方も。栄養満点で喜ば
れるメニューばかりです。

子育てに関する手続きや
相談窓口、休日当番医など
をご 覧になれます。ぜひ、
ご利用を。

する学校または学事係へ問い合わせを。
☆就学援助の基準額は、区 HP でご覧に
なれます
▲こちらから
アクセス

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

▲中野区食育マスコット
キャラクター「うさごはん」

▲区 HP トップページの「関連
サイト」にバナーがあります

令和4年（2022年）4月5日号
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健康・福祉
賃貸住宅探しにお困りの方は
相談を
住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）5669

点字講習会
（基礎編）
障害者福祉会館
（沼袋 2-40-18）
☎（3389）
2171 （3389）
2175
内容

点字ボランティア育成のための

中野区成年後見支援センター
（中野 5-68-7 スマイルなかの内）
☎
（5380）
0134 （5380）
0591

講習会

内容

成年後見制度について、家庭裁

対象 区内在住・在勤・在学の方

判所への手続きを実際の書類を使って

民間賃貸住宅への住み替えが難しい方

日時 5月9日～7月11日の毎週月曜日、

学びます

が対象。契約時に保証会社を利用する

午前10時～正午。全10回

対象 区内在住・在勤・在学の方

際の保証料の一部助成や住み替え物件

会場 障害者福祉会館

日時 5 月10日
（火）
午後 2時～4時

の情報提供などの入居支援を行ってい

参加費 2,500円程度
（教材費）

会場 スマイルなかの

ます。詳しくは、住宅政策係へ問い合わ

申込み 4 月6日～5 月6日の平日に電

申込み 4 月6日～5 月2日
（日曜日、祝

せを。

話またはファクスで、障害者福祉会館へ。

日、第 3 月曜日を除く）
に電話、ファクス

先着 5 人。 講座名、住所、氏名とふり

または直接、中野区成年後見支援セン

がな、電話番号

ターへ。先着 20 人。 講座名、氏名と

高齢者・障害者・ひとり親世帯など、

◀︎区 HP でもご覧
になれます

ふりがな、電話番号

身体障害・知的障害のある方などは
都営交通無料乗車券の更新を
対象

有効期限を迎える都営交通

無料乗車券を持ち、次のいずれか

在宅福祉係／1 階
☎
（3228）
8953
（3228）
5665

磁気式の都営交通無料乗車券を
お持ちの方

に該当する方

すこやか福祉センター、地域事務所、

①身体障害者手帳 か 愛 の 手帳 を

区役所1階障害者福祉相談窓口へ

持っている
②戦傷病者手帳を持っている
③被爆者健康手帳と、厚生労働大
臣
（厚生大臣）の認定書または健康
管理手当証書を持っている
④生活保護受給世帯
⑤児童扶養手当受給世帯
⑥中国残留邦人等に対する支援給
付を受けている
（またはその配偶者）
⑦児童養護施設などに入所してい

パ ス モ

IC カード式
（PASMO）の都営交
通無料乗車券をお持ちの方

①～③の方＝直接、都営地下鉄の

定期券発売所へ
（有効期限経過後、
12か月までは同様の手続き可）
④～⑦の方＝次の窓口で更新確認
書を受け取ってから、都営地下鉄の
定期券発売所へ
更新確認書の発行窓口

る

すこやか福祉センター、地域事務所、

☆いずれもシルバーパスをお持ち

区役所内の各担当窓口
（④⑥＝2 階

の方は対象外。④⑤は世帯で 1人

生活援護呼び出し窓口、⑤＝3階子

のみ発行可

ども総合窓口、⑦＝1階障害福祉相

申込み

現在お持ちの都営交通無

談窓口） ☆区内には、都営地下鉄

料乗車券と、上記①～⑦の資格を

の定期券発売所はありません。大

確認できる手帳や認定書、受給者

江戸線の新宿駅・練馬駅などのご利

証明書などを持って、有効期限の

用を。④～⑦の方で有効期限が過

切れる月の1日以降に次の場所へ

ぎた場合は、区で磁気式券の発行
を受けてからIC カードとともに持
参の上、手続きを
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ほほえみサービス協力会員説明会
中野区社会福祉協議会ほほえみサービ
ス事業担当
☎
（5380）
0753 （5380）
6027
日常生活をお手伝いする区民同士の
支えあい活動です。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）
を募集します。
日時 4 月20日
（水）
午後1時 30 分～3
時
会場 スマイルなかの
（中野 5-68-7）
申込み 4 月19日午後 5 時までに電話
で、ほほえみサービス事業担当へ
☆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

電子メール HP ホームページ

4 月 5 日〜20 日の休日当番医・当番薬局

月日

当番医

月

4

医療機関名

日（ 日 ）

10

薬局
当番医

月

4

日（ 日 ）

17

診療科目

所在地

電話番号

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

小池小児科医院

小

若宮 3-2-10

（3330）
0743

いしい内科クリニック

内

沼袋 4-31-11 1 階 （5345）
7667

かねなか脳神経外科

内・外・
脳神経外・整

中央 4-4-2

中野中央クリニック

内・小

中央 2-59-18 2 階 （5332）
5429

しもしげ歯科医院☆

歯

上鷺宮 4-7-11

（3825）
6321

アクア薬局

江古田 2-24-14

（3389）
5411

あいせい薬局

沼袋 4-31-15

（5942）
6039

東京中央薬局

中央 2-59-18

（3362）
1441

（6382）
4880

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

美穂診療所

内・小・消

鷺宮 5-3-14

（3990）
1208

中野の森クリニック

小

上高田 1-37-11

（3361）
1381

新中野内科クリニック

内・消

本町 4-45-9 4 階

（6382）
5270

重光クリニック

肛・外・胃・内

弥生町 2-20-12

（6382）
5476

すぎうら歯科☆

歯

弥生町 4-22-1 1 階 （5342）
4767

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

アサヒ薬局

野方 1-5-17

（5942）
5460

☆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）

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

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

年中無休

手話通訳

記載事項

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

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。

休日当番薬局の開設時間
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。

夜間および日曜日、
祝・休日の医療機関案内
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/

小児救急相談
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

救急病院案内
中野消防署
野方消防署

新渡戸記念中野総合病院
（中央 4-59-16）
☎（3382）9991
診療日

一時保育

☎
（3366）
0119
☎
（3330）
0119

東京消防庁

救急相談センター

（24 時間受け付け・年中無休）

受付時間

午後 6時 30 分～
9時 45 分

プッシュ回線・
携帯電話からは

診療時間

午後 7時～10時

ダイヤル回線

＃7119

☎
（3212）2323

令和4年（2022年）4月5日号

15

5/22（日）は
投票日

中野区長選挙・中野区議会議員補欠選挙
区選挙管理委員会／９階

☎（3228）5541

（3228）5687
表A

いずれも希望する方は、早めに区選挙管理委員会に連
絡してください。
 身体に重い障害などがあり、表Ａに該当する方で、自ら
等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
●代理記載制度
 表Ａに該当する方のうち、自ら記載できない方で、表Ｂ
理記載人に投票の記載をしてもらうことができます。

☆知り合いに目の不自由な方がいたら、このことをお伝
えください

生活・交通安全係／8階

１級～３級

両下肢・体幹

特別項症～
第２項症

介護保険被保険者証の要介護状態

要介護５

表B

障害の程度

4

障害の部位

身体
障害者
手帳
戦傷病者
手帳

（3228）
5658

2 歩
 行者保護や飲酒運転根絶
等の安全運転意識の向上

特別項症～
第３項症

上肢・視覚

特別項症～
第２項症

通学路の安全確保にご協力を
学事係／5階
☎
（3228）
5459

5

１級

（3228）
5680

新1年生の
登下校に配慮を▶

3
2
2
8

3
3
8
9
1
1
1
1

8
8
0
5

（代表） 〒
（

4 月は入学・進級の時期です。新 1 年生を
始め、子どもたちが安心して学校へ通えるよ
う、教育委員会では、保護者や地域の方と協
力し、登下校の見守り活動や防犯パトロール
などを行っています。
地域のみなさん、
ドライバーのみなさんも
通学路の安全確
保にご協力をお
願いします。

）
）

4 二
 輪車の交通事故防止
（地域重点）

4
2
0
2
2

次の項目に重点を置いて、春の交通安全運動を実施します。

3 自
 転車の交通ルール遵守
の徹底と安全確保

免疫・肝臓

世界一の交通安全都市 TOKYOを目指して

☎（3228）8886

1 子
 どもを始めとする
歩行者の安全確保

１級・３級

発行／中野区
中野区役所☎
（
編集／広聴・広報課 広報係☎
（

4／6～15
春の全国交通安全運動

心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・
直腸・小腸

日発行

理券を受け取れます。

１級・２級

ぼうこう

戦傷病者
手帳
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・
直腸・小腸・肝臓

●投票所入場整理券に点字シールを貼れます
目の不自由な方は、点字シールを貼った投票所入場整

両下肢・体幹・移動機能

身体
障害者
手帳

年） 月

に該当する方は、事前に区選挙管理委員会へ届け出た代

障害の程度

年（

記載できる方は、郵便などで投票できます。事前に「郵便

障害の部位

令和

●身体に重い障害のある方などは郵便投票を

明るい選挙イメージ
キャラクター「選挙
のめいすいくん」▶

）
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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。

次号予告

子育てもビジネスも応援
いいね中野東図書館

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

中野区中野

催しの開催状況は事前に確認を

−

4

−

8
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