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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 ★

認知症は早めの気づきが大切です

「あれ？変だな」と思ったら相談しましょう
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イインンタターーネネッッ

トトででのの

予予約約権権限限をを

抹抹消消

区と協働で講座を開催する

団体を募集します

※地域センター窓口で

の予約はできます。

※インターネットから

行った予約は、利用日の

7日前までインターネッ

トで取り消しできます。

利用日の6日前～当日の

取り消しは窓口で受け

付けます。

　4月から、インターネットによる地域センターの

集会室等の予約について、下記のとおり予約の制限

を変更します。施設の適正利用にご協力をお願いし

ます。

　「男女共同参画」をテーマに

区と協働で講座を企画・開催す

る団体を募集します。

【対象団体】構成員の半数以上

が区内在住・在勤で、区内で継続

的に活動する10名以上の団体

【対象講座】次の全てに該当す

る講座

32年（2020年）3月28日ま

でに開催する

30名以上の出席が見込め、

団体の構成員以外の区民が出

席できる

営利・宗教・政治的な活動を

目的としない

※講師謝礼は、区が基準に基づ

いて負担します。

【申込み】電話連絡の上、所定の

申請書を講座開催希望日の2か

月前までに男女共同参画課（荒

木町16、ウィズ新宿）（3341）

0801へお持ちください。申請

書は同課で配布しているほか、

新宿区ホームページから取り

出せます。

★31年度の申請書提出期限は

12月28日です。32年（2020

年）3月に開催する講座は、上記

期限までに提出してください。

第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

　納期限を過ぎても納付が

ない場合は、差し押さえ等の

滞納処分を行うことになり

ます。この機会に相談におい

でください。納付や電話での

相談も受け付けます。

【開設時間】午前9時～午後4

時30分

【開設場所・問合せ】医療保険

年金課納付相談係（本庁舎4

階）（5273）3873・（5273）

4530へ。

※火曜日は午後7時まで窓口

を延長し、相談・納付をお受け

しています。

【開設時間】午前9時～午後5

時

【開設場所】区役所本庁舎1

階（国民健康保険・区税証明

は1階に臨時窓口を設置）

※本庁舎1階の出入口をご

利用ください。

取り扱い事務

　必要書類や本人確認書類

（代理人の場合は委任状と代

理人の本人確認書類）等がな

い場合や他の機関に確認が

必要な手続き等は、届出や証

明書等が交付できない場合

があります。事前に必ず担当

係へお問い合わせください。

◎住民記録

転入・転出・転居・世帯変更

の届出（国外からの転入は取

り扱いません）

外国人住民の住居地届（在

留カードまたは特別永住者

証明書（在留カード等へ切り

替える前の方は外国人登録

証明書）が必要）

住民票の写し、住民票記載

事項証明書の交付（請求でき

るのは、ご本人か同一世帯の

家族のみ。広域交付住民票の

写しは発行できません）

不在住証明書の交付

印鑑登録申請・廃止の届出

印鑑登録証明書の交付（印

鑑登録証（カード）が必要）

自動交付機の利用登録申請

通知カードの申請

マイナンバーカード（個人

番号カード）の交付

マイナンバーカード（個人

番号カード）への電子証明書

の申請

特別永住者に関する申請等

【問合せ】戸籍住民課住民記

録係（本庁舎1階）（5273）

3601へ。

◎戸籍

戸籍届書の預かり（届書の

内容確認等は翌開庁日に行

います）

埋火葬・改葬許可証、区民葬

儀券の交付

戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄

本、戸籍・除籍全部（個人）事項

証明書、戸籍の附票の写しの

交付（請求できるのは、その戸

籍に記載されている方とその

配偶者、直系血族（関係が確認

できる書類が必要）のみ）

身分証明書、不在籍証明書

の交付

【問合せ】戸籍住民課戸籍係

（本庁舎1階）（5273）3509へ。

◎国民健康保険

加入・脱退の届出

【問合せ】医療保険年金課国保

資格係（本庁舎4階）（5273）

4146へ。

◎区税

課税（非課税）・納税証明書

の交付（申告等により税情報

がある方のみ）

【問合せ】税務課収納管理係

（本庁舎6階）（5273）4139へ。

3月24日は国民健康保険料納付相談も実施します

■国税庁ホームページで申告書等を作成できます

　作成した申告書等は印刷して税務署に提出

できるほか、電子証明書の添付または税務署で

取得したID・パスワードにより、インターネッ

ト上で送信（提出）できます（e－Tax）。詳しく

は、税務署へお問い合わせください。

　個人事業主の方で、平成28年分の課税売

上高が1,000万円を超える方は、消費税及び

地方消費税の申告・納税が必要です。

　期限までに申告・納税ができなかった場

合や、申告内容に誤りがあり修正が申告期

限に間に合わなかった場合は、不足分だけ

でなく加算税や延滞税の納税が別途必要に

なる場合があります。

消費税の確定申告はお早めに 申告・納期限は 4月1日

【問合せ】新宿税務署（〒163-0740西新宿

2―7―1、小田急第一生命ビル6階）（6757）

7776、四谷税務署（〒160-8530四谷三栄

町7―7）（3359）4451へ。

★国税庁ホームページ（http://www.nta.

go.jp/）でもご案内しています。

区民のひろば
費用・申込み・問合せ

　掲載行事は区の主催ではあ

りません。

【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★

傾聴ボランティア・自分の生

き方講座「傾聴から人との関わ

り方を学ぶ」　4月11日午後1

時～3時、東京ボランティア・市

民活動センター（神楽河岸）で。

講師は末松渉（東京いのちの電

話研修委員長）。1,000円。4

月8日までに電話で。先着20

名。平日午前10時30分～午後

5時にNPO法人東京コミュニテ

ィカレッジ・小原（5371）0743

シンフォニア・ズブロッカ第

15回演奏会に区民200名を無

料招待　4月14日午後2時か

ら（午後1時15分開場）、新宿文

化センターで。3月31日ま

でに電話で。先着順（当日券は

1,000円。先着1,802名）。シ

ンフォニア・ズブロッカ070

（6973）1812

音訳ボランティア養成講習

会　5月9日・16日・23日

と6月6日～32年（2020年）3月

19日の第1・第3木曜日、大久保

3丁目ほかで。視覚障害者のた

めの「声の図書」作り。65歳ま

で対象。選考あり（15名）。4月

18日に説明会あり。2,000

円。4月17日までに電話

で。東京ヘレンケラー協会点

字図書館・堀江（3200）0987

森村学園中・高等部管弦学部

第14回定期演奏会　4月3日

午後1時30分から（午後0時30

分開場）、東京オペラシティコ

ンサートホール（西新宿3）で。

無料。4月1日までに電話

で。先着300名。午前8時20

分~午後4時20分に同学園管

弦楽部・深井045（984）2505

精神対話士による心配事お悩

み事ほっと相談　3月24日午

後1時~5時、東京ボランティア・

市民活動センター（神楽河岸）

で。無料。3月23日までに

電話で。メンタルケア協会東

京事務所・杉山070（3300）6686

★サークル紹介・会員募集★

登山　毎月第2・第4日曜日、関

東近郊で。歩程は4～5時間。入

会金1,000円・月100円。RAC

（レッドアローマウンテンクラ

ブ）・藤田090（5405）7607

ヨガ・ストレッチ　原則とし

て毎週日曜日、牛込笥地域セ

ンターで。男女問わず初心者も

歓迎。入会金1,500円・1回

1,500円。神楽坂ヨガ・骨盤調

整・マキア080（4050）3535�

3月は24日

あなたの企画で講座を開催してみませんか
【問合せ】四谷（3351）3314、牛込

　笥（3260）3677、榎町（3202）

8585、若松（3209）6030、大

久保（3209）3961、戸塚（3209）

8001、落合第一（3954）1611、

落合第二（3951）9941、柏木

（3363）7036、角筈（3377）

1373の各地域センターへ。

地域センター集会室等の

適正な予約・利用にご協力をウィズ新宿との

パートナーシップ講座

4月から インターネット予約の制限が変わります

　都電荒川線沿線4区（新宿区・荒川区・北区・豊島区）と東京都交

通局が連携し、車内に桜の装飾を施した都電さくら号（9002号・

青いレトロ車両）を運行します（点検等で運行しない日もあり）。

車内では、桜の名所やイベントをご案内します。

【問合せ】都営交通お客様センター（3816）5700（午前9時～午後

8時）へ。運行状況は都電運行情報サービスホームページ（http://

tobus.jp/tlsys/navi）から検索できます（「車両検索」タブで、車号

「9002号」を選択）。

■納税は口座振替のご利用を

　消費税等の納税には、口座振替が利用でき

ます。新たに口座振替を希望する方は、4月1

日（必着）までに口座振替依頼書を税務署に

提出してください（振替日は4月24日）。

インターネット予約の制限

★制限の対象になる行為

インターネットで予約した地域センターの集会室等を、使用料未

納のまま取り消しの手続きをせずに使用しない

上
記
★
の
翌
日

6か
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3か
月
後

33かか月月間間、、
イインンタターーネネッットトでで

のの予予約約不不可可

6か月以内に上記★を

再度行った場合…

個人事業主の方へ

4月15日まで

東東東京京京さささくくくらららトトトラララムムム

（（（都都都 電電電 荒荒荒 川川川 線線線）））

「「「さささくくくららら号号号」」」運運運行行行
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