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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

　配偶者やパートナーからの

暴力（DV）、性犯罪、売買春、セ

クシュアルハラスメント、ス

トーカー等の暴力は、女性が

被害者になることが多く、女

性への暴力根絶への早急な

対応が、社会的な課題となっ

ています。

　国や地方自治体では、毎年

11月12日～25日を「女性に対

する暴力をなくす運動」期間

として、女性への暴力を根絶

するための広報や講演会等の

啓発活動を実施するほか、相

談体制の充実を図っていま

す。一人で悩まず、相談窓口（下

表）へご相談ください。

【問合せ】男女共同参画課

（3341）0801・（ 3341）

0740へ。

★暴力の形はさまざまです

　身体的な暴力に限らず、相

手を自分の思い通りに支配す

ることも暴力です

◆身体的暴力…殴る・蹴る・物

を投げつける・刃物などの凶

器を体に突き付けるなど

◆精神的暴力…怒鳴る・暴言・

無視・携帯電話や私信を見るな

ど

◆性的暴力…性行為の強要・

避妊に協力しない・見たくな

いビデオ等を見せるなど

◆経済的支配…生活費を渡さ

ない・働くことを禁じる・金銭

的自由を制限するなど

◆社会的暴力…人前での侮辱・

交友関係の制限・行動の監視

など

一人で悩まず 早めに相談を

11月12日～25日は

女性に対する暴力をなくす運動期間

◎労働保険に加入していますか

　11月は労働保険適用促進

　　強化月間です

　勤務している会社が労働保険（労災保

険・雇用保険）に未加入の場合、労災保険

の給付に支障が出たり、退職時の雇用保

険を受給できないことがあります。

【問合せ】労災保険…新宿労働基準監

督署労災課（3361）4402、雇用保

険…ハローワーク新宿適用課（3200）

1273へ。

◎食べ歩き・飲み歩きイベント

　「ミシラン2015」

　四谷荒木町と周辺地域の26の参加店

が、500円または1,000円のメニューを

提供します（夜間の開催・酒類提供のた

め、20歳未満は参加不可）。

【日時】11月12日・13日午後6時～

11時

【共催】杉大門通り商店街人気会

【後援】新宿区、新宿観光振興協会

【主催・問合せ】荒木町商店会（3358）

9339へ。参加店等詳しくは、ホームペー

ジ（http://www.arakicho.com/）

でご案内しています。

◎講演「超高齢社会のすまいづくり・

　まちづくり」

人間らしい住まいをめざして

【日時】11月14日午後2時～4時30分

【会場】四谷地域センター（内藤町87）

【対象】区内在住の方、80名

【講師】中島明子・和洋女子大学教授

【費用】800円（資料代等）

【後援】新宿区

【主催・申込み】電話かファックス（3面記

載例のとおり記入）で11月13日まで

にNPO法人建築ネットワークセンター

（5386）0608・（5386）1065へ。先着順。

◎ヤミ金融被害防止合同キャンペーン

　被害の未然防止と悪質業者の排除を

目的に実施します。

【日時】11月17日午前11時30分～午後4

時30分

【内容】法律・家計相談、パネル展示ほか

【参加機関】警視庁、日本貸金業協会ほか

【会場・申込み】当日直接、新宿駅西口広場

イベントコーナーへ。

【問合せ】東京都産業労働局貸金業対策

課（5320）4774へ。

◎備蓄の日フェスタ2015

【日時】11月18日正午～午後5時

【会場】新宿駅西口広場イベントコーナー

【主な内容】ミニセミナー「家庭の防災

対策と備蓄」、防災ワークショップ「身

近にあるものでランプづくり体験」、

「日常備蓄」を活用した試供品や防災グ

ッズの配布（数量限定）

【問合せ】東京都総務局総合防災部防災

管理課（5388）2549へ。

◎専門家によるマンション管理セミナー

【日時】11月22日午後1時30分～4時

50分（午後1時10分開場）

【会場】新宿消費生活センター分館（高田

馬場1―32―10）

【対象】区内の分譲マンション管理組合

役員・区分所有者等、30名

【主な内容】講座「マンション修繕工事の

手抜きをチェック」「大規模修繕工事」

【後援】新宿区

【主催・申込み】はがきかファックスに3面

記載例のとおり記入し、11月19日（必着）

までに東京マンション管理士事務所協

会事務局（〒160-0022新宿５―12―15）

・（6319）4366へ。先着順。

◎新宿レクリエーションまつり

【日時】11月23日午前10時～午後4時

【主な内容】スポーツコーナー（体力チ

ェック・グラウンドゴルフ・ユニカール）、

体験コーナー（ショートテニス・太極

拳・3Ｂ体操・似顔絵）

【後援】新宿区

【会場・申込み】当日直接、新宿コズミック

センター（大久保3―1―2）へ。先着400

名。上履きをお持ちください。

【主催・問合せ】NPO法人新宿区レクリエ

ーション協会・金子（3565）0120へ。

◎四谷ひろばパソコン教室

はじめてのネットとメール

【日時】12月4日～25日の金曜日午前10

時～12時、全4回

【対象】日本語入力ができる方、15名

【費用】5,500円（教材費含む）

【会場・申込み】往復はがきに3面記載例の

ほか開催月（12月）を記入し、11月15日

（必着）までに四谷ひろばパソコン教室係

（〒160-0004四谷4―20）へ。先着順。

【問合せ】四谷ひろば運営協議会・長谷川

090（3400）0371へ。

◎四谷警察署の移転

　建て替えのため、仮設庁舎へ移転しま

す。電話番号は変わりません。

現庁舎（11月13日まで）…左門町

6―5

仮庁舎（11月16日から）…新宿1―

26―12

【問合せ】四谷警察署（3357）0110へ。
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特別区立幼稚園

10月の新宿区の人口１日現在

（増減は前月比）

住民基本台帳人口332,324人（1,241人増）

世帯数 208,729世帯（965世帯増）

日本人 外国人

人口計
294,463人
（649人増）

37,861人
（592人増）

男
147,187人
（377人増）

19,492人
（236人増）

女
147,276人
（272人増）

18,369人
（356人増）

【職種】臨時的任用教員（幼稚園）

【勤務場所】23区の区立幼稚園

（大田区・足立区を除く）

【対象】現在、幼稚園教諭普通免

許状をお持ちで、国・公・私立幼

稚園の正規任用教員（23区の区

立幼稚園臨時的任用教員は含

むが、非常勤講師は含まない）と

して1年以上の経験があり、昭

和30年4月2日以降に生まれた

方

【選考方法】書類・面接（面接は新

規応募者と、区立幼稚園の臨時

的任用教員として最近5年間に

勤務実績のない方が対象）

【申込み】12月1日または2日

に、所定の書類を特別区人事・

厚生事務組合教育委員会事務

局人事企画課採用選考担当（千

代田区飯田橋3―5―1、東京区

政会館17階）（5210）9857へ

直接お持ちください。登録更新

者で過去5年間に区立幼稚園の

臨時的任用教員として勤務実

績がある方は、11月24日（消

印有効）まで郵送でも受け付けま

す。詳しくは、同事務組合ホーム

ページ（http://www.tokyo

23city. or. jp/）でご案内して

います。募集案内は区教育指導

課（本庁舎4階）でも配布してい

ます。

相談窓口 電話番号 受付日時

内閣府ＤＶ相談ナビ
（お近くの相談窓口をご案内

します）

0570（0）55210
（一部のIP電話等
からはつながり
ません）

24時間

区男女共同参画推進

センター（ウィズ新宿）

悩みごと相談室
※男性も相談できます

①電話相談
（3353）2000
②男性相談員
による電話相談
（3341）0905
③面接相談予約
（3341）0801

①午前10時～午後3時
30分
②土曜日午後1時～3時
30分
③午前8時30分～午後5時
※①③は日曜日、祝日等、
年末年始を除く。②は祝
日等、年末年始を除く。

区生活福祉課女性相談 （5273）3884
午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日等、年末年

始を除く）

東京ウィメンズプラザ
（配偶者暴力相談支援センター）

（5467）2455
午前9時～午後9時
（年末年始を除く）

東京都女性相談センター
（配偶者暴力相談支援センター）

（5261）3110
午前9時～午後8時（土・
日曜日、祝日等、年末年始

を除く）

警視庁総合相談センター （3501）0110
午前8時30分～午後5時
15分（土・日曜日、祝日等、
年末年始を除く）

★夜間や緊急の場合は警察（110番）・東京都女性相談センター
（5261）3911へ。

妊娠出産休暇・育児休業補助教員
　　　 　 採用候補者（登録者）の募集

★11月14日～30日宿泊分

　区内在住の方のみ申し込め

る「区民優先予約」は受け付け

を開始しています。どなたで

も申し込める「一般予約」は11

月10日から受け付けます。

【申込方法】電話で箱根つつ

じ荘0460（82）1144（午前9

時～午後5時）へ。先着順。空き

室の状況は、箱根つつじ荘に

お問い合わせください。宿泊

のキャンセル・変更も箱根つ

つじ荘へ連絡してください。

★12月1日～28年2月29日

宿泊分

◎抽選（区民抽選予約）

　区内在住の方のみ申し込め

ます。

【申込期限】11月10日（必着）

【申込方法】受付窓口・特別出

張所・生涯学習コミュニティ課

で配布している、従来の「抽選

はがき」でお申し込みください

（申し込みは12月～28年2月の

間で1グループ1回のみ）。11月

18日ころまでに結果通知が

届かない場合は、受付窓口へお

問い合わせください。

◎抽選後の空き室予約

　「区民優先予約（当選者含

む）」「一般予約」の順に、先着順

で受付窓口で予約を受け付け

ます。空き室の状況は、受付窓

口・特別出張所のほか、日通旅

行㈱ホームページ（http:

//www.nbs-tokyo.co. jp）で

も確認できます。

【申込開始日】

区民優先予約…11月21日

一般予約…12月1日

【受付窓口】日通旅行㈱新宿区

役所内営業所（本庁舎1階）

【受付専用電話】（5273）

3881

【受付日時】月～金曜日午前9

時～午後5時

※土・日曜日、祝日等は日通旅

行㈱（3573）8350（午前10

時～午後6時。電話受け付けの

み）へ。

※利用料金には各種割引制度

があります。

【区の担当課】生涯学習コミュ

ニティ課生涯学習コミュニテ

ィ係（本庁舎1階）（5273）

4127

箱根つつじ荘の利用申し込み
11月14日～28年2月29日宿泊分
区民保養施設「箱根つつじ荘」の営業を再開します

施設予約のシシスステテムムをを

停停止止ししまますす

　システムのメンテナンスのため、地域セ

ンター受付システムとレガス新宿施設予

約システムを停止します。停止期間中は、

インターネットでの利用申し込みや、空き

状況の確認はできません。

★地域センター受付システム

【停止期間】11月23日午後8時～24日

午後5時

【問合せ】生涯学習コミュニティ課生涯学

習コミュニティ係（本庁舎1階）（5273）

4127、各地域センターへ。

★レガス新宿施設予約システム

　新宿未来創造財団の各施設のほか、新宿

NPO協働推進センター、新宿中央公園フ

ットサル施設の申し込み等ができません。

【停止期間】11月24日午前0時～午後5時

【問合せ】新宿未来創造財団経営課（3232）

7701へ。施設の利用については、直接、各

施設へお問い合わせください。

　箱根山の火山活動が活発化したため休館していましたが、

噴火警戒レベルが引き下げられ、温泉供給等も安定したため、

11月14日から営業を再開します。
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