電子メール HP ホームページ

乳幼児のための
やさしいアレルギー教室

子ども・子育て
小児インフルエンザ予防接種
（任意接種）
費用を一部助成します
保健予防係
（中野区保健所）
☎
（3382）
6500 （3382）
7765

健康・福祉
国保特定健診の受診勧奨通知を
郵送します

北部すこやか福祉センター
（江古田4-31-10）
☎（3388）
0240 （3389）
4339

保健事業係
（中野区保健所）
☎
（3382）
2430 （3382）7765

対象 区内在住の乳幼児親子

女性の健康講座
「今こそ知りたい！正しい知識

実際はどうなの？大変じゃないの？
お金は？仕事は？」

在宅療養推進係／6 階
☎
（3228）
5785 （3228）
8716

①在宅医療と「笑い」

けい

〜子宮頸がんのおはなし〜」

手話通訳

記載事項

高齢者・障害者のための
成年後見相談会
中野区成年後見支援センター
☎
（5380）0134 （5380）0591

北部すこやか福祉センター
（江古田 4-31-10）
☎
（3389）
4323 （3389）
4339

内容

司法書士による成年後見制度や

相続・遺言についての相談
対象 区内在住の方

助成対象期間 10月1日〜来年1月31

日時 10 月19日
（水）
午前10時〜正午

日時 10 月11日
（火）
午前10時〜正午

対象

日
（接種日）

会場 北部すこやか福祉センター

の機会に健康診断を受けましょう。

会場 区役所 7階会議室

64 歳の方

日時 10 月 8 日
（土）午前 10 時〜午後

助成対象

申込み 9 月26 日〜10 月14 日に電子

対象

講師

日時 10 月20日
（木）
午後 2時〜3時

4時 ☆一人当たり45 分

生後 6か月〜小学校就学前のお子さん

申請か、電話または直接、北部すこやか

ている40歳以上
（来年3月31日時点）
で、

会場 江古田区民活動センター

会場 スマイルなかの
（中野 5-68-7）

接種場所 区内契約医療機関

福祉センターへ。先着15 組

受診が確認できていない方

講師 寺内智子氏
（寺内医院院長）

申込み 9 月21日〜10 月7日
（日曜日、

②私たちのまち 中野の在宅療養

申込み 9 月21日〜10 月14 日に電子

祝日を除く）に電話またはファクスで、

日時 10 月18日
（火）
午後 2時〜4時

申請か、電話で、北部すこやか福祉セン

中野区成年後見支援センターへ。先着

会場 産業振興センター

ターへ。先着 20 人。 （先着 7 人）
希望

18 人。 相談会名、氏名とふりがな、電

講師 韋靖彦氏
（セイメイ内科医師）
他

の方はあわせて申し込みを

話・ファクス番号

区内在住で、接種日当日に

次の方へ、今月下旬に郵送します。こ
中野区の国民健康保険に加入し

☆予診票は医療機関に備え付けのもの
をお使いください。区外の医療機関で
助成対象期間中に接種した場合は、後
日助成額の還付請求ができます
助成額 1回につき 1,000 円

☆助成

び ば

HPで

産後ケア＆美母ヨガ

詳しく

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

歯科相談
北部すこやか福祉センター
（江古田 4-31-10）
☎
（3389）
4323 （3389）
4339

宮本謙一氏
（みやもと訪問クリ

ニック院長）

区内在住・在勤・在学の 12 歳〜

☆
（公社）
成年後見センター・リーガルサ

対象期間中 2 回まで。各医療機関が定

対象

めた額から助成額
（1,000 円）を差し引

の区内在住・在勤で就労中の方とそのお

内容

いた額を接種時にお支払いください

子さん

する相談 ☆お子さんと一緒に利用可

日時 10 月24日
（月）
午後1時〜2時

対象 区内在住の方

会場 産業振興センター

日時 10 月 17 日
（ 月）午後 1時〜3 時

lg.jp、ファクスまたは直接、在宅療養推

日時 10 月 26 日
（水）
・27 日
（木）午前

申込み 9月21日〜10月19日に電話、

30 分 ☆一人当たり30 分程度

進係へ。各日先着 50 人。 ・ （各日先

10時〜午後 5時

ファクスまたは直接、産業振興センター

会場 北部すこやか福祉センター

着 2 人）
希望の方は、10 月3日までにあ

会場 産業振興センター
（中野2-13-14）

へ。先着 8 人
（お子さんを除く）
。 氏名

申込み 9 月21日〜10 月13 日に電話

わせて申し込みを。 参加希望日、氏名

対象 区内在住の15 歳以上の方

とふりがな、電話番号、お子さんの氏名

または直接、北部すこやか福祉センター

とふりがな、電話番号、 はその旨、

申込み ９月26日午前10時〜10月20

その家族、支援者、関心のある方

とふりがな、月年齢、きょうだいの有無

へ。先着 4 人

はお子さんの氏名とふりがな、月年齢

日に電話で、東京都ひきこもりサポート

日時 10 月20日
（木）
午後1時〜3時

特別児童扶養手当の現況届の
提出はお済みですか
児童手当係／3 階
☎
（3228）
8952 （3228）
5657
特別児童扶養手当を受給中の方へ、7
月28日に現況届を郵送しました。

産後 2 か月〜おおむね 1年以内

歯科衛生士によるお口全般に関

①②とも
対象 区内在住・在勤・在学の方
申込み 9 月 21日〜10 月 3 日に電話、
houkatukea@city.tokyo-nakano.

ズーム

ポート東京支部との共催

ひきこもりに関する相談会
地域包括ケア推進係／６階
☎
（3228）
5804 （3228）
8716

「絵画講座〜パステルを使って自
分だけの虹を描こう〜」
地域生活支援センター「せせらぎ」
（中野 5-68-7 スマイルなかの）
☎
（3387）
1326 （3387）1347
対象

区内在住の精神障害のある方と

現況届の提出は、手当の受給資格を

☆詳しくは、産業振興センター HP をご

☆①はZoomでも同時配信
（先着50人）
。

ネット☎ 0120
（529）
528 へ。各日先着

会場 スマイルなかの

確認するための大切な手続きです。提

覧になるか、同センターへ問い合わせを

メールアドレスも記載し、電子メールで、

6人

申込み 9 月21日〜10 月19 日に電話

同係へ

区 HP をご覧ください

出がない場合は、8 月分以降の手当を受
けることができません。
未提出の方は、至急提出してください。

◀産業振興
センター HP

令和4年（2022年）9月20日号

☆同ネットとの共催。詳しくは、

または直接、
「せせらぎ」へ。先着15 人

問合せ

新型コロナ濃厚接触者・有症状の方へ
▲歯の模型を使った歯磨き指導も

12

「在宅療養ってなんだろう？

一時保育

抗原検査キットを
サイトから申し込めます

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

東京都検査キット直接配送事務局
◀詳しくは
都 HP

☎ 0570
（020）
205

☆ナビダイヤル。毎日午前 9 時〜午後 7 時

令和4年
（2022年）9月20日号
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