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高齢者の生活ガイド

ご利用にあたって

お手元においてご活用ください。

●　高齢者の生活ガイドは、練馬区が
行っている高齢者向けの保健・福祉
サービスの概要をまとめたものです。

●　目次または対象者別サービス一覧
　（16〜 20ページ）などで、必要なサー
ビスを探してください。

●　このガイドは、令和 ４ 年（2022
年）6月1日現在の情報で編集してい
ます。内容に変更があるときは、ねり
ま区報・練馬区ホームページ

　（https://www.city.nerima.tokyo.jp/）
などでお知らせします。

●　各事業・サービスについては、主
な情報を掲載しています。詳しくお知
りになりたいときは、問合せ先までお
尋ねください。

●　「ねりま区報」の発行日は毎月1日、
11日、21日です。
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感染症対策へのご協力をお願いします

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は「手洗い」「マスク着用」「こまめな換気」
「3密の回避」です。

●手洗い
手洗いは感染予防の基本です。
外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗いましょう。

●マスク着用
外出時、屋内にいる時や、会話をする時は、症状がなくてもマスクを着用しましょう。

●こまめな換気
部屋のウイルス量をへらすために、こまめな換気を行い、部屋の空気を新鮮に保ち
ましょう。

●3密の回避
人との距離を取る、密集する場面を避ける等、3密（密集・密接・密閉）を避けて
行動しましょう。

※新型コロナウイルスに関する最新の情報は区ホームページでご確認ください。




