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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は  03（3209）1111、新宿区ホームページは  http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

03（3209）9999 　　　 03（3209）9900午前8時～午後10時

平成28年度

Ⅰ 暮らしやすさ1番の新宿

Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

Ⅳ 健全な区財政の確立

Ⅴ 好感度１番の区役所

基本政策

基本政策

基本政策

基本政策

基本政策

ししんんじじゅゅくく情情報報局局

◎東京手描友禅「染芸展」

　コンクール展示会

　職人が制作した着物や帯な

どの新作を展示します。

【日時】3月4日～6日午前10

時～午後4時30分（4日は午後1

時から）

【会場】都立産業貿易センター台

東館（台東区花川戸2―6―5）

【後援】新宿区ほか

【主催・問合せ】東京都工芸染色協

同組合（3953）8843へ。5日･

6日（午前10時～午後2時）には、

友禅挿しの体験ができます（小

学4年生以上・先着各60名。1名

2,000円）。

◎市民とNPOの交流サロン

NPOの活動を知ろう

【日時】3月11日午後4時～6時

【会場】新宿NPO協働推進セン

ター（高田馬場4ー36―12）

【内容】パレスチナの子どもたち

を支援するNPO法人パレスチ

ナの子どもの里親運動の活動

を紹介（語り手は同法人）

【費用】1,000円（資料代ほか）

【主催・申込み】2月27日から

電話かファックス・電子メール

（4面記載例のとおり記入）で新

宿NPOネットワーク協議会事

務局（5206）6527（平日午前

11時～午後6時）・（5386）

1318・ hiroba@s-nponet.

netへ。先着20名。

◎新宿・平和のための戦争展

【日時】3月19日～21日午前

10時30分～午後7時（21日は午

後5時まで）

【内容】「世界ヒバクシャ展」「一

日本兵が撮った日中戦争」写真

展、B29模型、防空壕模型等の展

示、19日は午後1時からア

ニメ「はだしのゲン」上映、午後3

時から朗読（八代名菜子・女優）

と憲法の話（大久保佐和子・弁護

士）、午後5時から映画「鶴彬」上

映、20日は午前10時30分

から・午後4時30分からアニメ

「アンネの日記」上映、午後2時か

ら講演（高畑勲・アニメ映画監

督）、21日は午後1時30分か

ら講演（森下美歩・NPO法人世

界ヒバクシャ展代表）もありま

す。

【会場・申込み】当日直接、新宿文

化センター（新宿6―14―1）へ。

【後援】新宿区・新宿区教育委員会

【主催・問合せ】同展実行委員会

（5369）0790・（5369）0791

（あかしあ法律事務所内）へ。平

和への思いを込めた川柳を募集

しています。3月10日までに

ファックスで同展実行委員会に

お寄せください。

【対象】区内在住で18歳以上の

方、2名

【任期】5月1日～30年4月30日

（2年間）

【内容】情報公開・個人情報保護

制度の運営、個人情報の目的外

利用・外部提供、個人情報処理

システムの開発、外部委託に関

する事項等の審議

【報酬】審議会に出席の都度、

10,000円（審議会は年10回程

度、主に平日昼間に開催）

【申込み】「情報公開または個人

情報保護について、区民とし

てわたしが考えること」をテ

ーマとした作文（800字程度）

に住所・氏名・年齢・電話番号を

記入し、3月25日までに区政

情報課広報係（〒160-8484歌

舞伎町1―4―1、本庁舎3階）

（5273）4064へ郵送（必着）

またはお持ちください。作文

により選考し、結果は4月下旬

に応募者全員にお知らせしま

す。作文は選考後返却し、選考

以外には使用しません。

区民のひろば

　掲載行事は区の主催ではあ

りません。各主催者に内容をよ

く確認の上、参加してください。

【問合せ】区政情報課広報係

（本庁舎3階）（5273）4064・

（5272）5500へ。

★催し・講座★

幼児リトミック無料体験　3

月14日、午前9時30分から（1

歳児）・午前10時20分から（2歳

児）・午前11時10分から（3歳

児）、若松地域センターで。ピア

ノや歌に合わせて体を動かし

音感・リズム感を育む。1歳～3

歳と保護者対象。無料。事

前に電話で。先着40組。幼児

リトミック・中村080（5425）

3252

学童保育案内「ようこそ学童

保育」　3月6日午前10時30

分～午後0時30分、若松地域セ

ンターで。学童保育について知

りたい保護者対象。200円

（ガイドブック付き）。託児は別

途500円（15名）。電話で2月

28日まで。定員50名。応募者

多数の場合は抽選。午後7時

～9時に新宿連協with新宿子

育てを考える会・岡本090

（6030）4276

費用・申込み・問合せ情報公開・個人情報保護審議会
区民委員を募集��

3月1日～7日は子ども予防接種週間

4月からの入園・入学・進学に備え

必要な予防接種を受けましょう

27年度に区が実施している子どもの予防接種

定期接種（無料）

予防接種名 接種回数 対象

ヒブ 接種の開始
時期により
異なります

生後2か月～5歳未満
小児用肺炎球菌

BCG（結核） 1回 生後1歳未満（標準接種時期は生後5～8か月）

DPT-IPV（ジフテリア・百日咳・
破傷風・不活化ポリオ4種混合）

4回
生後3か月～７歳６か月未満
（原則として平成24年8月以降生まれ）

不活化ポリオ

4回

生後3か月～７歳６か月未満
（原則として平成24年7月以前生まれ）
※4種混合ワクチンを受けられる場合もあります。
詳しくは、お問い合わせください。

DPT（ジフテリア・百日咳・破傷
風3種混合）

DT（ジフテリア・破傷風2種混合） 1回 11歳～13歳未満

ＭＲ（麻しん・風しん混合）1期 1回 1歳～2歳未満

ＭＲ（麻しん・風しん混合）2期 1回
平成21年4月2日～22年4月1日生まれ
（幼稚園・保育園・子ども園等の年長児相当年齢）

日本脳炎 1期 ★ 3回
生後６か月～7歳６か月未満
（標準接種時期は3歳から）

日本脳炎 2期 ★ 1回 9歳～13歳未満（標準接種時期は9歳から）

子宮頸がん予防 3回
小学6年生～高校1年生相当年齢の女子
（標準接種時期は中学1年生）

水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満

任意接種（一部自己負担）

予防接種名 接種回数 対象

B型肝炎 3回

生後2か月～1歳未満（1歳の誕生日の前日まで）
※経過措置として、平成26年4月2日以降生まれの方も接種できます。
平成26年4月2日～10月1日生まれ…28年9月30日までに接種
平成26年10月2日以降生まれ…2歳の誕生日の前日までに接種（ただ
し29年3月31日まで）
【自己負担】1回2,600円

おたふくかぜ 1回
1歳～小学校就学前（6歳に達する日以後の最初の3月31日まで）
【自己負担】1回3,000円

★日本脳炎の接種…平成7年4月2日～19年4月1日生まれで接種が完了していない方は、20歳にな
るまでの間、不足分を無料で接種できます。また、平成19年4月2日～21年10月1日生まれで7歳6か
月までに1期の接種が完了していない方は、9歳～13歳未満の間、不足分を無料で接種できます。希望

する方は、保健予防課予防係へお問い合わせください。

接種は区の指定医療機関で

　実施しています

　事前に予約が必要な場合があ

ります。予診票に同封の「医療機

関名簿」でご確認ください。新宿

区ホームページでもご案内して

います。

1歳児・年長児はMR（麻しん・

　風しん混合）の接種対象です

　麻しん（はしか）は非常に強い

感染力を持っています。発病す

ると高熱が続き、時には重い後

遺症が残る重大な感染症です。

　1歳、保育園・幼稚園・子ども園

等の年長児に相当する年齢でＭ

Ｒ（麻しん・風しん混合）の接種を

受けていないお子さんは、早め

に接種しましょう。接種期限は、

1歳児は2歳の誕生日の前日、年

長児は3月31日です。

B型肝炎予防ワクチンの接種

　（任意接種）の助成

　2月から、1回2,600円の自己

負担で接種を実施しています。

対象の方には、予診票を順次お

送りしています。

おたふくかぜワクチンの接種

　1回3,000円の自己負担で、接

種を実施しています。対象の方

には、予診票をお送りしていま

す。

　年長児の接種期限は、3月31日

です。接種を受けていない方

は、早めに接種しましょう。

子宮頸がん予防ワクチンの

　接種

　小学6年生～高校1年生に相当

する年齢の女子は、区の指定医

療機関で無料で受けられます

が、ワクチンとの因果関係が否

定できない副反応により、積極

的には接種をお勧めしていませ

ん。接種について今後の状況は、

国から情報が入り次第、「広報し

んじゅく」や新宿区ホームペー

ジ等でお知らせします。

　子どもは発育とともに外出の機会が増え、感染症にかかる可能性

も高くなります。お子さんを病気から守るには、予防接種で免疫を獲

得することが大切です。右表を参考に、母子健康手帳でお子さんの接

種状況を確認しましょう。

　接種対象年齢の方は、区が発行する「予防接種予診票」をお持ちに

なると、定期接種は無料で、任意接種は一定の自己負担で受けられま

す。予診票がお手元にない方は、お問い合わせください。

※生活保護を受けている世帯・中国残留邦人の方は、自己負担の免除

制度があります。事前に保健予防課へお問い合わせください。

【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）（5273）3859・

（5273）3820へ。

ドライマウス相談

口の中の渇きを解消

【日時】3月28日午後1時40

分～4時

【対象】区内在住の方、8名程度

【内容】専門医（梁洪淵・鶴見大

学歯学部附属病院ドライマウ

ス専門外来歯科医師）による問

診と個別相談。1人15分程度。

検査は行いません。

【会場・申込み】2月29日から電

話で四谷保健センター（三栄町

25）（3351）5166へ。先着順。

歯科講演会「地域歯科医師

が語る歯の話」

【日時】3月17日午後2時～3

時30分

【会場】大久保地域センター（大

久保2―12―7）

【対象】区内在住・在勤の方、30

名程度

【内容】ブリッジや入れ歯、イン

プラント等の歯の治療につい

ての話と質疑応答（講師は片桐

博之／新宿区歯科医師会理事・

佐藤歯科医院院長）

【申込み】電話で健康推進課健

康事業係（5273）3047へ。

保保 健健
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