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税の申告はお早めに！ 
 
１．特別区民税・都民税（住民税）申告について 

期  間  ２月１６日(月)～３月１６日(月)  ＊土・日を除く 
時  間  ８時４５分～１７時(１６時３０分までにお越しください) 
会  場  中野区役所 １階区民ホール 
問合せ   中野区税務担当 TEL ３２２８－８９１３ 
 

２．所得税の確定申告について 
(１)確定申告作成会場の開設 
期  間  ２月１２日(木)～３月１６日(月) ＊土・日を除く 
時  間  ９時～１６時 （提出は１７時まで） 
会  場  新宿住友ビル４６階 （新宿区西新宿２―６－１） 
 

(２)税理士による無料申告相談の開催 
期  間  ２月１９日(木)～２月２４日(火) ＊土・日を除く 
時  間  ９時１５分～１１時３０分、１３時～１６時 （受付） 
会  場  上高田区民活動センター （上高田２－１１－１） 
 

《問合せ》 中野税務署個人課税第１部門 TEL ３３８７－８１１１ 

 １月２０日(火)上高田友愛ク
ラブ連合会の協力で「リズム体
操」が行われました。赤星多賀
子先生(東京ミュージック・ボラ
ンティア協会)の指導のもとみ
んなで一緒に歌って、体を動か
して、楽器を鳴らして、楽しい
体操で心も体も温まりました。 
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ご協力ください！ 
 

限りある資源の有効活用と環境保護

を目的に上高田区民活動センター１階

のロビーに回収ボックスを設置してい

ます。皆様のご協力をお願いします。 
 
回収している物 

＊ペットボトルのキャップ 

＊使用済インクカートリッジ 

＊使用済切手 

 ＊書き損じはがき 

＊ボタンリチウム電池 

＊小型家電（携帯電話、PHS、スマート

フォン、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲ

ーム機器、デジタルカメラ、ポータブ

ルビデオカメラ、電子辞書、卓上計算

機、ACアダプター、コード類） 

二酸化窒素の濃度を測定しました 
 

平成２６年１２月４日(木)～５日(金)にかけて、上高田地域

の二酸化窒素測定委員会が二酸化窒素の濃度測定調査を

行いました。この調査は、毎年６月と１２月に東京全域で空気

の汚れを測る「ＮＯ２（二酸化窒素）全都いっせい測定」に合わ

せて実施しています。 

測定結果を上高田区民活動センターの１階ロビーと上高

田地域管内の区の掲示板(１９ヶ所)に掲示しています。  

楽しい！美味しい！「ふれあい食事会」 〈主催：上高田ふれあいの会〉 

１月７日(水)ふれあい食事会は「新年お楽しみ会」として開催され、新年にふさわしく大 
正琴の演奏が披露されました。毎年参加してくださる第五中学校ボランティア部の皆さんは、 
メンチカツ作り・ボールジャグリング披露・ビンゴゲームの盛り上げ役等と大活躍でした。 
参加された方にとって 今年の食事会がますます楽しみなひと時となりました。 

アンデスの乙女の皆さん♪ 心を込めて作りました 楽しんでいただけましたか？ 

 

   門出を祝う「餅つき大会」 〈主催：上高田隣人協力会 青年部〉 

 １月１２日(月祝)全国で新成人１２６万人が誕生した成人の日に恒例の「餅つき大会」

が三丁目の隣人会館前で盛大に行われました。 

〈どんどこ会〉による和太鼓 屋台囃子の演奏と笑門来福の獅子舞が披露される中、たく

さんの子どもたちが青年部の指導のもと「餅つき」を体験しました。自分でついたお餅は

格別に思えます！ 

雲ひとつない晴天の

もと、未来の成人たち

の笑顔と歓声があふれ

る楽しい祝日となりま

した。 

 垣根のお庭で「焼き芋会」〈主催：上高田盛年会〉 

 
１２月１４日(日)童謡[たきび]の

発祥地 鈴木邸の庭と落ち葉をご提供

いただき「焼き芋会」が行われました。 

地域に残る日本の文化を次世代の

子どもたちに体験してもらいたいと

いう趣旨で開催されています。参加し

た子どもたちは、さつまいもを

新聞紙とアルミホイルで包んで

落ち葉の山へ入れるところまで

を体験。大きな焚き火にビック

リしましたが、焼き上がったホ

クホクの焼き芋は、嬉しいお土

産と思い出になりました。 

ボクもできるよ 

美味しく焼けますように 

 

いきいき元気です！ 
〈主催：中野区友愛クラブ連合会〉 

 

 



 

 
 

  介護予防総合講座（６回シリーズ） 
 

第５回 ２/１３(金)  

テーマ：呼吸筋と骨盤底筋の訓練 
 

第６回 ３/１３(金)  

テーマ：転倒しないための基本姿勢と歩き方 
 

いずれも１３時３０分～１５時 

講  師：河野凉一先生 
（東京都柔道整復師会 中野支部長） 

対 象：６０歳以上の方 

参加費：無料 
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紙芝居と読み聞かせ④ 

２/２５(水) １３時～１５時 
参加費：３００円（おやつ代） 

 

おしゃべり 
３/１１(水) １１時～１４時 
参加費：５００円（昼食代） 

  

おしゃべりとゲーム 

  ３/２５(水) １３時～１５時 
   参加費：３００円（おやつ代） 
 
会場：上高田東高齢者会館の２階です。 
 
どなたでも参加できます！ 
別途年会費１０００円が必要です(保険料) 

 
 《問合せ》大橋 TEL３３８７-０８５８ 

 

元気アップ教室（郷土料理シリーズ） 

２/１７(火) 群馬・栃木編（上州名物） 

３/１７(火)  宮城・福島編（復興応援） 
 
講 師：中野区フリー活動栄養士会の栄養士 
参加費：５００円（食材費） 

 

高齢者食事会 

２/２６(木)、３/２６(木) 
 
おいしいお食事をいただきながら  
楽しいひとときを過ごしましょう  
講 師：中野区フリー活動栄養士会の栄養士 
参加費：５００円 

 

いずれも１０時～１２時 電話予約が必要です 

 

 ふれあい食事会 
 

２/１０(火) １１時～ 
 
ゲスト：コーラスグループ「宙の会」 
 

３/１０(火) １１時～ 
 
ゲスト：日本舞踊 
申込み：２/２７(金)１０時～１２時 
 
会 場：上高田区民活動センター 

参加費：４５０円 

※別途年会費 ３００円が必要です。 
 
《問合せ・ボランティアサービス申込み》 

  第１・３火曜日 １０時～１２時 
  TEL ３３８９-８２８２ 

 
おおきくな～れ  
２/１６(月) １０時３０分～１１時３０分 

３/１０(火) １４時～１５時 

会場：集団指導室(２階) 
 
赤ちゃんの体重と身長を測ります。 

お子さんの成長の目安にしませんか？ 
 
みんなの紙芝居  
３/９(月) １１時～１１時３０分 

会場：子育てひろば どんぐり(２階) 
 
上原和子さんの紙芝居ワールドを親子で 

楽しみましょう♡ 

   

三療サービス（マッサージ） 
 

3/１０(火)、４/１４(火)  

９時３０分～ 定員 各１４名 

対象：６０歳以上の方 一回９００円 

会場：上高田高齢者会館  ℡ 3385-3307 

      上高田東高齢者会館 ℡ 3228-7220 

 

離乳食相談会 

２/２４(火) １３時３０分～１５時(予定)  
中部すこやか福祉センターの栄養士が離乳食 

の作り方の基本について話をしてくれます。 

事前申込み不要。 
 

  いちごキッズ 大きくなったね！パーティー 

  ３/１３(金) １１時～１２時  
子育てなかまづくり支援事業「いちごキッズ」 

で、一年間の成長をお祝いします。  
※参加したい方は、記念カードを作る準備 
活動がありますので、事前にお問い合せ 
ください。 

 

おはなしエプロン 

２/１０(火)、３/１０(火) 

１５時３０分～１６時  
地域の方が絵本や紙芝居、パネルシアター 
で読み聞かせをしてくれます。 

対象：小学生 

事前申込み不要。当日自由参加。 
 

将棋タイム 

２/２０(金)、３/２０(金) 

  １５時３０分～１６時３０分  
地域の方が将棋の基礎から教えてくれます。 
はじめての子も、大人と本気の対局を楽し 
みたい子も自由に参加することができます。 

対象：小学生 

事前申込み不要。当日受付順に参加。 
 

卓球タイム 

毎週木曜日 １５時３０分～１６時３０分 
 
地域の方が卓球の基礎から教えてくれます。 
はじめての子は天つきから始めます。 
慣れてきたらコーチとラリーやチャンピオ 
ンゲームなど本格的な卓球に挑戦します。 

 
対象：小学生 

事前申込み不要。当日自由参加。 

   ※３月以降の予定は、キッズ・プラザ白桜 
までお問合せください。 

 
イベントの予定は変更になることもあります。 
詳細はキッズ・プラザ白桜までお問合せください。 

 

かくれがをつくろう 

２/２７(金)、２８(土) 
 
３年生以上の子どもたちが、段ボールや布な 

どを使って児童館の中に自分たちの隠れ家を 

つくり、２８日(土)午後１時３０分から参加 

者以外の方にもお披露目します。 

ぜひ見に来てください。 

１、２年生には招待状を送ります。 

※２７日(金)と２８日(土)午前は児童館 

では遊べません。  
※詳しくは「児童館だより」をご覧ください。 

 
ちいさい子のおはなし会 (絵本読み聞かせ他) 

２/１７(火)、３/１７(火)  
１１時～１１時３０分 
対象：０歳～３歳の子どもと保護者 

 

おはなし会 (絵本読み聞かせ他) 

２/１１(水)、２５(水)、 

３/１１(水)、２５(水)  
  １５時３０分～１６時 

対象：幼児、小学生 
 
２/２１(土)、３/７(土)、２１(土)  
１４時３０分～１５時 
対象：幼児、小学生 

かみたかだ地域ニュース ２月号 

上高田児童館   TEL ３３８８-６１４８ 

上高田図書館   TEL ３３１９-５４１１ 

上高田東高齢者会館  TEL ３２２８-７２２０ 

中部すこやか福祉センター  
TEL ３３６７-７７８８ 

Ｕ１８プラザ上高田  TEL３３８６-１３０１ 

キッズ・プラザ白桜 TEL５３８０-２７１０ 

ミニデイサービス 上高田すみれ会 

上 高 田 ふ れ あ い の 会  上高田高齢者会館  TEL ３３８５-３３０７ 

地域のもよおし情報 

               集会室抽選会  

２/１６(月)：４月分  地元団体    ９時～ 

３/１６(月)：５月分  一般団体  １１時～ 

４/２０(月)：６月分  高齢者会館 １４時～ 

まちなかサロン寺茶屋  

  

３/２(月) １４時～１６時 

演奏を楽しみながらお茶を 

「つつじ会」による大正琴の演奏を楽しむと 

共においしい和菓子をいただきながら、お寺 

でゆったりとした時をお過ごしください。 

会 場：神足寺
じんそくじ

（上高田 4-11-1） 

参加費：２００円 
 
《申込み・問合せ》 
 (福)中野区社会福祉協議会  担当 関 

    TEL ５３８０-０７５１ 
 

※参加をご希望の方は電話でお申し込みください。

当日は直接会場にお越しください。 

   

集会室等の使用料を改定します 
 
４月１日以降申請分から改正 

  区は平成２３年度に施設使用料の見直しを 

してから３年が経過したため「施設使用料の 

見直しの考え方」に基づき見直しを行い、区 

民活動センター及び高齢者会館の料金を改定 

します。 
 
【上高田区民活動センター】 

多目的室 ※多目的室以外の部屋は変更ありません。 

改正前 1,300 円 ⇒ 改正後 1,400 円 
 
【高齢者会館】  

改正前  100 円 ⇒ 改正後  200 円 
改正前  300 円 ⇒ 改正後  400 円 
改正前  400 円 ⇒ 改正後  600 円 

 
 《問合せ》 TEL３３８９-１３１１ 


