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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 ★

歳入 歳出

412億3,500万円（93.0％）

264億8,200万円（87.6％）

386億2,300万円（90.3％）

283億4,800万円（102.3％）

230億3,700万円（89.1％）

28年度 下半期

財政運営状況

28年度予算現額1,489億6,600万円

ご参加ください　消費者講座

新新宿宿未未来来創創造造財財団団のの催催しし

【問合せ】①②は地域包括ケア推進課高齢いきがい係（本

庁舎2階）（5273）4567・（6205）5083へ。

③④は子ども総合センター児童館運営係（新宿7―3―29、

新宿ここ・から広場内）（5273）4544・（3232）0666へ。

①首都直下地震に備えて

【日時】7月19日午後1時30分

～3時30分

【会場】新宿消費生活センター

分館（高田馬場1―32―10）

【対象】区内在住・在勤の方、30名

【内容】家庭でできる減災対策

と知識

②だまされないぞ！悪質商法

【日時】7月29日午後1時30分

～3時30分

【会場】新宿消費生活センター

分館（高田馬場1―32―10）

【対象】区内在住・在勤の方、35名

【講師】阿南久・元消費者庁長官

③お金の学校

　新宿消費生活センターの委

託講座です。

【日時】7月22日午前10時～

11時30分

【会場】新宿文化センター（新宿

6―14―1）

【対象】区内在住・在学の小学1

～3年生と保護者、20組40名

【内容】貯金箱作り、お金に関す

るクイズ（講師は土生恵子／東

京都金融広報委員会金融広報

アドバイザー）

………〈以下共通〉………

【主催・申込み】往復はがきに4

面記入例のとおり（③はお子さ

んの氏名・学年・性別も）記入

し、①は7月4日（必着）までに

消費者大学ＯＢ会（〒169-0075

高田馬場1―32―10、新宿消費

生活センター分館内）、②は7

月10日（必着）までに新宿ユネス

コ協会（〒169-0075高田馬場

1―32―10、新宿消費生活セン

ター分館内）、③は7月10日

（必着）までに新宿未来創造財

団文化・学習課（〒160-0022

新宿6―14―1、新宿文化セン

ター内）へ。いずれも応募者多

数の場合は抽選。

【問合せ】①②は新宿消費

生活センター（第2分庁舎3階）

（5273）3834、③は新宿

未来創造財団文化・学習課

（3350）1141へ。

ふらっと新宿 ぱる新宿（勤労者の福利厚生）

勤労者・仕事支援センターは

皆さんの働きたいを支援します

　勤労者・仕事支援センターは、障害のある方・若年非就業者・高齢者等の就労支

援をしています。

【問合せ】勤労者・仕事支援センター（新宿7―3―29、新宿ここ・から広場内）

（3208）1450・（3208）3100へ。

勤労者・仕事支援センターは

皆さんの働きたいを応援します

区内の中小企業（個人商店等含む）に

　お勤めの方等へ

　入会金1人200円、会費1人月額500

円でサービスが利用できます。事業所

単位での入会が原則です。

【対象】区内に事業所がある従業員数

300名以下の中小企業等で働く従業員・

事業主

区内在住で区外の中小企業で働く勤

務先の地域に同様の共済会等がない方

【内容】指定宿泊施設で年間４泊分の宿

泊費補助、レジャー施設・スパ施設・フ

ィットネスクラブの利用補助、コンサ

ート・演劇・美術展・スポーツ観戦券の割

引販売、ホテルなどのレストラン食事

券を割引販売（期間限定）、健康診断・人

間ドック (40歳以上)の年1回利用補助、

祝金・見舞金・弔慰金の給付ほか

【問合せ】ぱる新宿（勤労者サービス課）

（3208）2311・（3208）3100へ。

　区内に5店舗ある「ふらっと新宿」

は、飲食や福祉商品の販売等を通じ

て就労支援を行うコミュニティショ

ップです。

一緒に活躍する区内在住の方を

　随時募集しています

○実習訓練生

　接客や店内清掃等の実習を行いま

す。就労を目指す障害のある方や若

年非就業者が対象です。個々の状況に

合わせて、店舗スタッフが支援します。

○ジョブサポーター

　（有償ボランティア）

　「ふらっと新宿」職員とともに店舗

運営・就労訓練のサポートをしていた

だきます。ジョブサポーターになるた

めには、特に資格は必要ありませんが、

養成研修を受講していただきます。

【問合せ】コミュニティ事業課

（5273）3852・（3208）3100へ。

【募集施設・所在地】

①西新宿シニア活動館（西

新宿4―8―35）

②新宿地域交流館（新宿

5―3―13）

③中町地域交流館・児童館

（中町25）

④東五軒町地域交流館・児

童館（東五軒町5―24）

【指定期間】30年4月1日～35年

3月31日（5年間）

【応募資格】法人格があり、施

設管理運営の業務経験が豊

富な企業・団体

【業務内容】

シニア活動館…シニア世

代・高齢者の福祉・健康増進や

社会参加活動支援等

地域交流館…高齢者の福

祉・健康増進等

児童館…児童健全育成・学

童クラブ事業等

【選考】プロポーザル方式。1

次…書類、2次…プレゼン

テーション・ヒアリング

【申込み】事前に連絡の上、所

定の書類等を、①②は6月26

日～8月4日に地域包括

ケア推進課高齢いきがい係、

③④は6月26日～8月10日

に子ども総合センター児

童館運営係へお持ちくださ

い。

現地説明会を開催します

【日時】

①…7月5日午後3時30分

～4時30分

②…7月7日午後3時30分

～4時30分

③…7月4日午前10時30分

～11時30分

④…7月6日午前10時30分

～11時30分

【申込み】所定の申込書をファ

ックスで各説明会の前日午

後5時までに、①②は地域包

括ケア推進課高齢いきがい

係、③④は子ども総合センタ

ー児童館運営係へ。

※募集要項・現地説明会申込

書等は、6月26日から下記

問い合わせ先の係で配布す

るほか、新宿区ホームページ

からも取り出せます。

シニア活動館・地域交流館・児童館
指定管理者を募集

新宿力パワーアップ講座

①健康なカラダをつくる

　栄養学

【日時】7月13日午前10時～

12時

【内容】健康につながる食べ方

ほか（講師は小池ゆみえ・管理

栄養士）

②コーチング・

　コミュニケーション術

【日時】7月20日午前10時～

12時

【内容】コーチングの技術をコミ

ュニケーションに活用する方

法（講師は谷川一美・国際コーチ

連盟CPCC）

………〈以下共通〉………

【会場】新宿コズミックセンタ

ー（大久保3―1―2）

【申込み】はがきに4面記入例の

ほか講座名（①②の別、両方も

可）を記入し、7月9日（必着）ま

でに同財団地域交流課（〒

169-0072大久保 3―1―2、

新宿コズミックセンター

内）（3232）5121へ。定員は

①は50名・②は20名。応募者

多数の場合は同講座を初めて

受講する方を優先して抽選。

同財団ホームページ（http:

//www.regasu-shinjuku.or.jp/）

からも申し込めます。

ワンコインコンサート

トワイライト・

　ウクレレ・ライブ

【日時】7月10日午後7時～8

時（午後6時30分開場）

【曲目】「レレの青い空」ほか

（出演はキヨシ小林）

【費用】500円

【会場・問合せ】新宿文化センター

（新宿6―14―1）（3350）1141

へ。小学生から入場できます。

【日時】7月11日午後2時～4

時（午後1時30分開場）

【対象】都内在住で、おおむね55

歳以上の方、15名

【内容】メイク方法の紹介と実

演・演習（講師は志麻裕子・

REIKO KAZKI専任講師）

【持ち物】お使いのメイク道具、

フェイスタオル、髪留め

【会場・申込み】7月3日までに

電話または直接、新宿わく☆ワ

ークへ。応募者多数の場合は抽

選し、当選者にのみ受講票を7

月7日までに発送します。

就職活動に役立つ効果バツグンメイクアップ講座

新宿わく☆ワークの講座

①①総総合合相相談談

　就労に関する相談等の受

け付けを行っています。

【問合せ】総合相談（3200）

3311・ （3208）3100

へ。

②②若若年年者者就就労労支支援援

　義務教育終了後、おおむ

ね39歳までの方と家族に非

就業状態の相談と就労に向

けた支援を行っています。

【問合せ】①の総合相談へ。

③③障障害害者者等等就就労労支支援援

　一般就労を希望する障害

のある方等に、就労相談や

支援、就労継続の支援を行

っています。

【問合せ】①の総合相談へ。

⑥⑥リリササイイククルル活活動動セセンンタターー

　資源回収・再利用事業のほか、

障害のある方等の接客・販売実習

も行っています。

【問合せ】新宿リサイクル活

動センター （5330）5374・

(5330)5371、西早稲田リサ

イクル活動センター（5272）

5374・(5272)5384へ。

※訓練・実習に関することは①の

総合相談へ。

⑦⑦わわーーくくすす ここここ・・かからら

　精神・知的・身体の障害がある

方に、軽作業等の職業訓練を行っ

ています。

【問合せ】わーくすここ・からエー

ル（3208）1609・(3200)3327、

わーくす ここ・からスマイル

（3208）2278・（3200）3327へ。

④④受受注注セセンンタターー

　官公庁・企業から封入・

データ入力・清掃などの仕

事を受注し、障害のある方

等が働く作業所等に提供

しています。

【問合せ】コミュニティ

事業 課 受 注セ ン タ ー

（5273）3852・（3208）

3100へ。

⑤⑤ＩＴＴ就就労労訓訓練練

　障害のある方等に、ＩTを

活用した就労訓練を行って

います。

【問合せ】コミュニティ事

業課IT就労訓練（3208）

5465・（3208）5466へ。

訓練・実習に関することは

①の総合相談へ。

⑧⑧ここここ・・かかららジジョョブブ新新宿宿

　ハローワーク求人情報のオンライン提供を受け、区内在住の方

に求人情報の提供・職業紹介を行っています。

【問合せ】ここ・からジョブ新宿 （5273）3050・（3200）3329へ。

⑨⑨新新宿宿わわくく☆☆ワワーークク

　都内在住のおおむね55歳以上の方に求人情報の提供・職業紹

介を行うほか、セミナーや面接会を通じて就職を支援していま

す。企業からの求人も受け付けます。

【問合せ】新宿わく☆ワーク（新宿ここ・から広場しごと棟、新宿

7―3―29）（5273）4510・（5273）4145へ。
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