
平成30年（2018年）4月15日発行 第 2244号（6）

★ 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 ★

第四次
　計画では、子どもの読書活動について5つの目標値を定

めています（計画期間は28年度～31年度）。29年度（29年2

月～30年1月）までの目標達成状況は下表のとおりです。今

後も全ての目標達成に向けて取り組みを続けていきます。

【問合せ】こども図書館（大久保3―1―1、中央図書館内）

（3364）1421・（3208）2303へ。

ぬいぐるみおとまり会

　おはなし会に参加後、ぬいぐ

るみをお泊まりさせてみませ

んか。翌日のお迎えの際（4月

29日午後1時～4時）、お泊ま

りした時の様子が分かる写真

をお渡しします。

【日時】4月28日午後3時～4

時

【対象】小学4年生までのお子さ

んと保護者、25名

【会場・申込み】4月17日から

電話で西落合図書館へ。先着

順。

つのはずスペシャル

おはなし会

【日時】4月29日午前11時～

11時45分

【対象】おおむね3歳～小学生の

お子さんと保護者、20名

【内容】特大絵本・紙芝居の読み

聞かせ

【会場・申込み】当日直接、角筈

図書館へ。先着順。

青空かみしばい

　雨天の場合は館内で実施し

ます。

西落合図書館

【日時】4月29日午前11時～

12時

【対象】小学生までのお子さん

と保護者、30名

【講師】野間成之（のまりん）／

のまひょうしぎの会

【会場・申込み】4月17日から

電話または直接、同館へ。先着

順。

下落合図書館

【日時】5月6日午前11時～

12時

【対象】小学生までのお子さん

と保護者、20名程度

【講師】じゃんぼ／街頭紙芝居

師・児童文学研究家

【会場・申込み】当日直接、同館

へ。先着順。

行政書士無料法律相談会

【日時】5月11日午後6時～6

時30分・午後6時45分～7時15

分・午後7時30分～8時

【協力】東京都行政書士会

【会場・申込み】4月18日から

電話または直接、下落合図書館

へ。各回先着3名。

読み聞かせ実践講座

【日時】5月11日・25日、6月

8日いずれも午前10時～11

時30分、全3回

【会場】牛込笥地域センター

（笥町15）

【対象】これから読み聞かせ活

動に取り組む方ほか、10名

【内容】図書館・学校等での読み

聞かせの手法や本の選び方（講

師は山本美恵子／絵本専門士）

【申込み】4月17日から電話

で中町図書館へ。先着順。

外国語おはなし会

【日時】5月12日午後2時～3

時

【会場】北新宿生涯学習館（北新

宿3―20―2）

【対象】5歳～小学6年生、20名

【内容】日本の祝日と世界の祝

日のクイズ、レクリエーション

ほか。動きやすい服装（スカー

ト不可）でおいでください。

【申込み】4月17日から電話

または直接、北新宿図書館へ。

先着順。

マルチメディアデイジー

のおはなし会

　読書に困難を持つ方向けに

開発された電子書籍「マルチ

メディアデイジー」を使ったお

はなし会です。

【日時】5月12日午前11時～

11時30分

【対象】小学生までのお子さん

と保護者、20組

【会場・申込み】当日直接、戸山

図書館へ。先着順。

北新製本工作会

【日時】5月19日午後1時30

分～4時30分

【会場】北新宿生涯学習館（北新

宿3―20―2）

【対象】中学生以上、10名

【内容】和とじ（てっちょう装）

のノート作り（講師は津村明子・

東京製本倶楽部）

【申込み】4月17日から電話

または直接、北新宿図書館へ。

先着順。

ワークショップ

「経済学でレッツ脳トレ！」

【日時】5月19日午後2時～4

時

【会場】戸山生涯学習館（戸山

2―11―101）

【対象】小学生以上、30名

【内容】フランス通信社のワー

ルドアカデミックアーカイブ

を活用し、「節約」「合理的な判

断」をテーマに意見交換

【申込み】4月18日から電話

または直接、戸山図書館へ。先

着順。

朗読へのいざない

【日時】5月27日午後2時～3

時30分

【会場】牛込笥地域センター

（笥町15）

【朗読作品】宮部みゆき「鰹千

両」、あさのあつこ「甚三郎始末

記」（朗読は飯田すみえ／朗読

の会「言の葉」主宰）

【申込み】電話で中町図書館へ。

定員50名。
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地域で子育てを応援しています

夏休み期間の利用抽選

【利用期間】7月15日～8月

31日

※北（学校）棟は学校行事の

ため利用できない日程があ

ります。

【対象】区内在住・在勤の方と

同行する方

【宿泊日数】3泊4日以内（1グ

ループ5室以内）

【申込み】宿泊受付窓口・特別

出張所で配布の専用往復は

がきで4月25日（必着）までに

お申し込みください（1グル

ープに付き1枚）。

【抽選結果】当落にかかわら

ず5月7日までにお知らせ

します。

【当選した方】5月14日まで

に電話または直接、宿泊受付

窓口で利用申請をしてくだ

さい。期限までに利用申請が

ない場合は、当選結果（予約）

を取り消します。

※抽選後の空室は、通常どお

り「利用希望日の2か月前の

同日から2日前まで」宿泊受

付窓口で予約を受け付けま

す。

【区の担当課】教育支援課教

育活動支援係（3232）1058

【宿泊受付窓口】㈱日本旅

行新宿区役所内営業所（区

役所本庁舎1階）（5273）

3881

【受付時間】月～金曜日午前

9時～午後5時（祝日等を除

く）

※土・日曜日、祝日等は㈱日

本旅行（5369）3902（午前

10時～午後6時）

　区社会福祉協議会のファミ

リーサポート事業は、子育ての

援助を受けたい方（利用会員）

と援助を行いたい方（提供会

員）の、相互援助活動です。いず

れも会員登録が必要です。

主な援助活動の例

保育園・子ども園等への送

迎、保育時間終了後などの子

どもの預かりほか

 利用会員の登録を
　 希望する方

　説明会に参加してください

（予約制）。

【説明会日時・会場】

①区社会福祉協議会（高田馬

場1―17―20）…4月18日・

23日、5月8日・12日・17日

、6月4日・16日・21日、

②ゆったりーの（北山伏町

2―17）…5月25日、③中落

合子ども家庭支援センター（中

落合2―7―24）…6月25日

※説明会は、7月以降にも開催

します。

※②③は午前10時から。①の時

間等はお問い合わせください。

【対象】区内在住・在勤・在学で、

子育ての援助を必要とする生

後43日～18歳（18歳に達する

日以後の最初の3月31日まで）

の児童の保護者、各回20名程

度

 提供会員の登録を
　 希望する方

　4日間の提供会員講習会に

参加してください。受講できな

かった科目は次回の講習会で

受講できます。講習会終了後

に、の説明会にもご参加くだ

さい。

【講習会日時】6月7日・8日・

11日・12日午前9時～午後

5時10分（終了時間は日によっ

て変わります）、全4日

※講習会は、9月・31年1月にも

開催します。

【会場】区社会福祉協議会

【対象】区内在住・在学の18歳以

上で心身ともに健康な方、30

名

【申込み】4月17日からは電

話で、は電話かファックス（3

面記入例のほか生年月日を記

入）で、新宿区ファミリー・サポ

ート・センター（5273）3545・

（5273）3082へ。先着順。

問合せ先

西落合図書館
西落合4―13―17
（3954）4373

戸山図書館
戸山2―11―101
（3207）1191

北新宿図書館
北新宿3―20―2
（3365）4755

中町図書館
中町25
（3267）3121

角筈図書館
西新宿4―33―7
（5371）0010

下落合図書館
下落合1―9―8
（3368）6100

目標（対象）
28年
1月末

（基準値）

29年
1月末

30年
1月末

31年度
（目標値）

区立図書館の子どもの延べ利用

人数の増加

（区内在住者対象）

小学生以下 101,517人 107,971人 122,267人 102,000人

中学生 12,788人 13,478人 14,650人 14,500人

高校生等（16～18歳） 7,275人 7,326人 7,926人 7,600人

合計 121,580人 128,775人 144,843人 124,100人

区立図書館における子どもの年

間貸し出し冊数の増加

（区内在住者対象）

小学生以下 375,274冊 392,973冊 435,518冊 384,500冊

中学生 32,869冊 32,814冊 35,841冊 37,500冊

高校生等（16～18歳） 16,833冊 15,669冊 16,622冊 17,600冊

合計 424,976冊 441,456冊 487,981冊 439,600冊

区立図書館における団体貸し出

し冊数の増加
区内の公立・私立の幼

稚園、保育園、子ども

園、児童館、小・中学校

等

47,735冊 57,609冊 57,868冊 57,000冊

区立図書館における団体貸し出

しの利用率の増加
71.9％ 70.8％ 73.3％ 75％

区立小・中学校の児童・生徒の不読

者率（1か月間に本を1冊も読んで
いない児童・生徒の割合）の減少

小学生 0.1％ 0.1％ 0.1％ 2％以下

中学生 0.9％ 0.2％ 0.2％ 5％以下

四四谷谷図図書書館館ののＤＤＶＶＤＤのの

保保管管場場所所をを変変更更ししまますす

借りるときは書架に並べ

たケースをお持ちください

　現在はDVDをケースに

入れ書架に並べていますが、

特別図書整理期間後の7月

16日から、ケースのみを

書架に置き、DVD本体はカ

ウンター内で保管します。

DVDを借りるときは、ケー

スをカウンターへお持ちく

ださい。職員がDVDを用意

します。変更後は、DVDの自

動貸出機での貸し出しはで

きませんので、ご了承くださ

い。

【問合せ】中央図書館視聴覚

担当（3364）1421へ。

図書館の催し

子子どどもも読読書書活活動動

推推進進計計画画のの達達成成状状況況

ごご利利用用くくだだささいい

ヴヴィィレレッッジジ女女神神湖湖（（長長野野県県立立科科町町））

快快適適ななママンンシショョンン

ラライイフフののたためめにに

食品ロス削減協力店を

募集します

区内の民間賃貸住宅
への円滑な入居を支援します拡充
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