
★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。

地地域域のの安安全全・・安安心心をを守守るる

　消防団は、災害に備えてまちを守る最も身近な防災機関です。区内には、四谷・牛込・

新宿の3消防団が配置され、消火・救助・応急救護活動をはじめ、防火防災訓練の指導

や防火防災に関する普及啓発活動等、消防署と連携して幅広く活動しています。今

号では、地域の安全・安心を守る消防団の活動をご紹介します。

【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎4階）（5273）3874・（3209）4069へ。

わわたたししたたちちののままちちのの消消防防団団

　区内の3消防団では毎年、消防操法大会を実施

しています。大会では、消防ポンプによる放水や

応急救護の日頃の訓練成果を披露します。現在、

各消防団は、6月の大会に向けて道路や公園等の

屋外で消防操法訓練を実施しています。

地地域域のの避避難難所所防防災災
訓訓練練等等ででのの指指導導

　消防団員は、火災・風水害・震災時

に活動する非常勤・特別職の地方公

務員です。仕事や学業の傍ら、日頃か

ら災害対応の知識や技術の向上に努

め、昼夜を問わず火災時などの出動

に備えています。区内在住・在勤・在

学の18歳以上で健康な方が入団で

き、会社員、自営業、学生、主婦などさ

まざまな方が活躍しています。

【問合せ】四谷（3357）0119・牛

込（3267）0119・新宿（3371）

0119の各消防署へ。入団方法等詳し

くは、お問い合わせください。

四谷消防団

入団1年目

消消防防団団員員をを募募集集中中

わわたたししたたちちとと一一緒緒にに地地域域ののたためめにに活活躍躍ししまませせんんかか 　四谷消防団には、

友人の紹介で入団し

ました。先輩団員は

皆さんとても優し

く、和気あいあいと

活動しています。

消防操法大会の訓練にご理解とご協力を

　日頃から騒音等に配慮していますが、訓練は

休日・夜間に行うことが多く、大きな掛け声や消

防ポンプの操作音が生じます。消防活動能力向

上のために実施していますので、ご理解とご協

力をお願いします。

【日時】5月18日午前10時～12時

【内容】区と消防による合同水防

訓練、各種水防工法の実施

【参加機関】新宿区、区内各消防署・

消防団、防災区民組織、下水道局ほか

【会場・申込み】当日直接、聖徳記念

絵画館前区道（霞ヶ丘町1）へ。

【問合せ】危機管理課地域防災

係、道路課計画係（本庁舎7階）

（5273）3525・（3209）5595、

牛込消防署警防課消防係

（3267）0119へ。

区区内内消消防防署署等等ととのの

合合同同水水防防訓訓練練

防災行政無線によるＪアラ

ート全国一斉試験放送

羽田空港機能強化に関する

地域説明会

フットサル交流会 新宿グロ

ーバルカップ

なるほど！TOKYO2020

難病等患者の方とご家族の

療養生活を支援します

福祉 3面

幼児サークル・子育てサロ

ン

四谷消防団の皆さん

くらし 2・3・8面

2・3面住宅・まちづくり

こども・教育 3・4・8面

イベント 5・8面

施設 4・8面

人材募集 5面

保健・衛生 6・7面

羽田空港機能強化に

関する地域説明会

名誉区民の亀井忠雄さんが

恩賜賞・日本芸術院賞を受賞フフッットトササルル交交流流会会
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東京2020大会気運醸成イベント
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ちょっと気になる「膝痛」と「中高年の眼の病気」



 

ママンンシショョンン管管理理ののここんんなな課課題題・・

悩悩みみははあありりまませせんんかか

管管理理規規約約やや使使用用

細細則則ががなないいののでで

作作りりたたいい

役役員員ののななりり手手がが

不不足足ししてていいるる

管管理理組組合合がが機機

能能ししてていいなないい

管管理理費費、、修修繕繕積積立立

金金のの滞滞納納ががああるる

居居住住者者間間ののトト

ララブブルルややママナナ

ーー問問題題ががああるる

管管理理規規約約やや使使用用細細

則則のの内内容容がが現現状状にに

合合っってていいなないい

みどりの協定

道路に面した自宅の敷地を緑化して

みませんか。区と協定を結ぶと、緑化に

必要な花苗・土等の緑化資材の一部を

年1回支援します。

【協定期間】2022年3月31日まで

【対象】10戸以上で構成し、区内の地域

緑化活動に年間を通して協力できる団

体

※「みどりの推進モデル地区」に指定し

ている笥町特別出張所管内の地域で

は、5戸以上で構成する団体に花苗等を

年2回に回数を増やして支援します。

※協定を結ぶ団体は現地調査の上、決

定します。

【問合せ】みどり公園課みどりの係（本

庁舎7階）（5273）3924へ。

赤十字運動にご協力を

5月は「赤十字運動月間」

　赤十字の活動は、皆さんの善意によ

りお寄せいただく活動資金に支えられ

ています。お寄せいただいた活動資金

は、救援・救護活動、血液事業、赤十字奉

仕団活動などに使われます。

　期間中、皆さんのご自宅に赤十字協

賛委員（町会・自治会の役員）や奉仕団

の方が伺うことがあります。ご理解と

ご協力をお願いします。

【問合せ】地域コミュニティ課管理係

（本庁舎1階）（5273）3519へ。

最新の杉並清掃工場見学会

【日時】5月28日午前9時50分に京王

井の頭線高井戸駅改札口に集合、11時

30分に現地解散

【対象】区内在住・在勤の方、30名

【費用】100円（資料代）。交通費は各自負

担

【持ち物】筆記用具、資料を入れるマイ

バッグほか

【共催】新宿環境リサイクル活動の会

【会場・申込み】往復はがきに2面記入例

のとおり記入し、5月9日（必着）までに

新宿リサイクル活動センター（〒169-

0075高田馬場4―10―2）（5330）5374

（月曜日休館）へ。応募者多数の場合は

抽選。

創業スクール

【日時】6月4日～25日

の火曜日午後6時～8

時30分、全4回

【会場】西京信用金庫本店（新宿4―3―

20）

【対象】区内で創業を目指す方、40名

【内容】経営・財務・人財育成・販路開拓ほ

か

【申込み】4月27日から所定の申込

書をファックスで西京信用金庫融資

部経営支援グループ（3356）8045・

（3356）5595へ。先着順。申込書は

新宿区ホームページから取り出せま

す。

【区の担当課】産業振興課産業振興係

（3344）0701

再就職支援セミナー

就職活動に役立つ

　効果バツグンメイクアップ講座

【日時】5月29日午後2時～4時（受け

付けは午後1時45分から）

【対象】都内在住でおおむね55歳以上の

女性、18名

【内容】メイク方法

の紹介・実演・演習

（講師は中山玉栄・

REIKO KAZKI専

属講師）

※講座終了後、希望する方に簡単な撮

影を行い履歴書サイズの写真を後日、

郵送でお送りします。

【会場・申込み】5月20日までに電話

または直接、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へ。応募者多数の場合

は抽選。

地域活動団体の取り組みを応援

第2回助成事業を募集します

　区民主体の地域活動団体が行う取り組みを支援し、地域コミュ

ニティの活性化・絆づくりを推進します。

【対象団体】町会・自治会、地区町会連合会、地区協議会、またはこ

れらいずれかの団体を含む実行委員会、地域活動団体・NPO法

人等（一定の要件あり）

【対象事業】7月1日～2020年3月31日に実施

する次のいずれかの事業

地域全体の課題解決、安全安心なまちづく

り、地域交流の促進

【助成金額】原則として助成対象経費の5分の4（1事業に付き上限

10万円）

※6月中に実施する審査会を経て、7月1日までに交付対象事業

を決定します。

【申込み】事前予約の上、所定の申請書等を5月7日～31日に

事業を実施する地域の特別出張所（特別出張所所管地区以外は

地域コミュニティ課コミュニティ係（本庁舎1階）（5273）4127）

へ。各特別出張所等で申請に関する相談を受け付けています。

※詳しくは、新宿区ホームページ、特別出張所・地域コミュニティ

課コミュニティ係で配布する募集要項でご案内しています。

※第3回助成を実施する場合は、広報新宿後号等でご案内しま

す。

　自転車安全整備店で点検整備

（有料）を受け、それを証明する

「TSマーク」（下図・補償内容の異

なる2種類）を自転車に貼ると、傷

害保険・賠償責任保険に加入でき

ます。

　また、損害保険会社が扱う火災

保険や自動車保険等には「個人賠

償責任保険」を特約として追加で

きます。詳しくは、各損害保険会

社にお問い合わせください。

【問合せ】交通対策課交通企画係

へ。

自転車安全利用五則

①自転車は車道が原則、歩道は例外

　「歩道通行可」の標識がある・13歳未満の子ども・70歳

以上の高齢者・体の不自由な方・車道や交通の状況から

やむを得ない場合は、歩道を通行できます。

②車道は左側を通行

③歩道を通行する場合は、歩行者優

先。自転車は車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

飲酒運転・2人乗り・並進・傘差し運転・運転中の携帯電

話使用等は禁止、夜間はライトを点灯、交差点では

信号を守り、一時停止・安全確認を。

⑤子どもはヘルメットを着用

春の全国交通安全運動重点項目

子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の

交通事故防止、自転車の安全利用の推進、全ての座

席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の

徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止、自

転車・二輪車の放置防止

～世界一の交通安全都市TOKYOを目指して

5月11日

～20日

春の全国交通安全運動

　交通事故防止のためには、交通ルールを守り正しい交通マナーを実践することが大切です。

日頃から「自転車安全利用五則」を守り、運動期間中は重点項目に特に気を配りましょう。

【問合せ】交通対策課交通企画係（本庁舎7階）（5273）4265、牛込（3269）0110・新宿（3346）

0110・戸塚（3207）0110・四谷（3357）0110の各警察署交通総務係へ。

自自転転車車のの保保険険にに

加加入入ししままししょょうう

※日時等詳しくは、新宿区ホームページ

等でお知らせします。セミナー・交流会も開催しています

◆ マンション管理セミナー

　建物の維持管理・管理組合の運営に関する

セミナーです。話題の情報や参加者からのア

ンケートで要望の多い事柄をテーマに、分譲

は年2回、賃貸は年1回開催しています。

◆ マンション管理組合交流会

　管理組合同士の連携を強めるための交流会

で、年2回開催しています。テーマごとに4つの

班に分かれ、新宿区マンション管理相談員をコー

ディネーターとして交えて交流・討論します。

◆ マンション管理相談

　新宿区マンション管理相談員が管理組合の

運営や建物の維持、保全等の相談に応じます

(賃貸は建物の維持・修繕のみ)。相談の2日前

（祝日等の場合はその前日）までに住宅課居住

支援係へ電話で予約してください。

【日時】毎月第2・第4金曜日午後1時～2時20分・

午後2時30分～3時50分（祝日等を除く）

【会場】区役所第1分庁舎2階区民相談室

【対象】区内のマンションの区分所有者ほか

◆ 新宿区マンション管理相談員の派遣

　マンションの管理組合の総会・理事会・専門委

員会など区分所有者が集まる場等に派遣しま

す。派遣希望日の2週間前までに、申請書を理事

長名（賃貸は所有者名）で住宅課居住支援係に提

出してください。申請書は、同係で配布している

ほか、新宿区ホームページから取り出せます。

【内容】新宿区マンション管理相談員1名を、1

回2時間派遣。派遣は同一マンションに付き1

年（4月1日～翌年3月31日）に3回まで

専門家（※）が相談に応じます
※新宿区マンション管理相談員（マンション管理士、

1級建築士、弁護士等の資格を持つ方）

　マンションの良好な居住環境を長く保つためには、定期的に修

繕を行うなど、適切に管理することが必要です。マンションの維持

管理は賃貸の場合は所有者、分譲の場合は区分所有者によって構

成される管理組合の自主的な取り組みに委ねられることが基本

です。区では、この自主的な取り組みを支援するため、さまざまな

事業を行っています。いずれも無料で利用できます。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7階）（5273）3567へ。

分譲・賃貸マンション管理の

支援制度をご利用ください

地地域域ココミミュュニニテティィ事事業業にに助助成成ししまますす

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきの場

合は、返信用にも

住所・氏名）

はがき・ファックスの記入例

講座・

催し等の

申し込み

※往復はがきは、各記事

で指定がある場合のみ。

※費用の記載のないも

のは、原則無料。
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平成25年4月2日～

29年4月1日

事業計画の縦覧

西新宿五丁目中央南地区

　第一種市街地再開発事業認可申請

◎縦覧

【縦覧期間】5月7日～20日（土・日曜

日を除く）午前8時30分～午後5時

【縦覧場所・問合せ】防災都市づくり課

（本庁舎8階）（5273）3844へ。

◎意見書の提出

　この事業に関係のある土地またはそ

の土地の物件について権利のある方や

参加組合員は、意見書を提出できます。

【提出方法】5月7日～6月3日に東

京都都市整備局再開発課（〒163-8001

西新宿2―8―1、都庁第二本庁舎11

階）（5320）5138へ郵送（必着）または

直接、お持ちください。

土砂災害防止法に基づく

基礎調査結果を公表しています

　東京都が実施した土砂災害防止のた

めの対策に必要な基礎調査から、新宿

区内の人工斜面（擁壁）の調査結果を閲

覧できます。

【閲覧場所・問合せ】区建築指導課構

造設備担当（本庁舎8階）（5273）3745、

区危機管理課危機管理係（本庁舎４階）

（5273）4592、東京都建設局計画

課土砂災害対策担当（西新宿2―8―1、

都庁第二本庁舎6階南側）（5320）

5394へ。

家族介護者交流会

　高齢のご家族を介護している方、介

護していた方が集まって、介護の悩み

を語り合ったり、情報交換を行う場で

す。当日直接、会場へおいでください

（途中入退場自由）。

【5月の日時・会場】

四谷の会…9日

午後1時30分～

3時30分／四谷保

健センター等複合

施設（四谷三栄町10―16）、フレンズ

2…28日午後1時30分～4時／高齢

者福祉施設神楽坂（矢来町104）、わ

きあいあい…8日午後1時30分～3

時30分／マザアス新宿（新宿7―3―

31）、大久保・あった会…14日午後

1時30分～3時30分／大久保地域セン

ター（大久保2―12―7）、ひとやすみ

の会…25日午後1時30分～4時／新

宿リサイクル活動センター（高田馬場

4―10―2）、かずら会…17日午後

2時～4時／落合第二地域センター（中

落合4―17―13）

【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第二

係（本庁舎2階）（5273）4254へ。

※介護のために参加が難しい方は、デ

イサービス、ヘルパー派遣を利用でき

る場合があります。ご相談ください。

講演会「医療的ケアがあっても

安心して暮らしたい。」

もみじの家が目指す社会

【日時】5月13日午後1時～3時

【内容】医療的ケアを受けている障害の

あるお子さんと保護者にとっての短期

入所のメリット、運営事業者の困難さ

（講師は内多勝康／国立成育医療研究

センターもみじの家ハウスマネージャ

ー・元NHKアナウンサー）

【共催】新宿区肢体不自由児者父母の

会、区立障害者福祉センター

【会場・申込み】当日直接、区立障害者福

祉センター（戸山1―22―2）（3232）

3711・（3232）3344へ。先着80名。

講座「おとうさんと一緒に簡単

からくりおもちゃを作ろう」

【日時】5月25日午前10時～12時

【対象】区内在住・在勤・在学のお父さん

とお子さん（3歳～小学2年生）、15組

【内容】身近な材料を使って親子で遊べ

るからくりおもちゃ作り（講師は井上

智陽／イラストレーター）

【会場・申込み】5月7日から電話かフ

ァックス（2面記入例のとおり記入）で

男女共同参画推進センター（ウィズ新

宿、荒木町16）（3341）0801（日曜日、

祝日を除く）・（3341）0740へ。先着

順。

スペシャルおはなし会

フランス語＋αであそぼう

【日時】5月25日午前11時～12時

【対象】小学3年生までのお子さんと保

護者、20組

【内容】絵本や歌、手遊びなどを交えた

フランス語を主体としたおはなし会

【会場・申込み】4月27日から電話ま

たは直接、戸山図書館（戸山2―11―

101）（3207）1191へ。先着順。

ベビーサイン教室

赤ちゃんとお手てでおはなし

【日時】5月29日午前10時～11時

【会場】牛込笥地域センター（笥町15）

【対象】生後5か月～1歳6か月のお子さ

んと保護者、8組

【内容】手で行う「ベビーサイン」を使っ

て、赤ちゃんとコミュニケーション

【申込み】4月27日から電

話で中町図書館（3267）

3121へ。先着順。

【期間・内容】展示時間は、お問い合わ

せください。

区民ギャラリー

4月29日～5月5日…ヒマラヤ

光の詩4th小野克之作品展（絵画）、1

日～3日…第3回私の好きな言葉

たち（書道）、8日～14日…第28

回月の会展（絵画）、15日～19日

…第20回新宿写楽会写真展、17

日～20日…フィリピン日系人の

歴史と今～彼らの終わらない戦後（写

真・ビデオ映像）、21日～26日

…アートフレンド絵画展

環境学習情報センター

20日～26日…新宿「みどりの

カーテン」プロジェクト展（写真等）

※その他の期間は常設展示

【会場・問合せ】エコギャラリー新宿

（西新宿2―11―4）（3348）6277へ。

エコギャラリー新宿

5月の展示

建築・耐震・リフォーム

　に関する相談に応じます

　毎月1回、東京都建築士事務所協会

新宿支部所属の建築士と区職員が、区

役所本庁舎や各地域センターで相談に

応じています。

　各回の日時・会場は、お問い合わせく

ださい。広報新宿毎月15日号の各種相

談欄でお知らせしています。

【申込み】相談会当日、直接会場へ。

【問合せ】建築指導課（本庁舎 8階）

（5273）3732へ。

建築・耐震でお困りの方へ

　Jアラート（全国瞬時警報システム）の情報伝達訓練が

実施されます。大きな音の試験放送が「防災スピーカ

ー」から流れます。ご理解をお願いします。

【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎4階）（5273）

3874へ。

Ｊアラート…弾道ミサイル情報、

緊急地震速報など、対処に時間的

余裕のない事態に関する情報を国

から送信し、区市町村の防災行政

無線等を自動起動することによ

り、国から住民に緊急情報を瞬時

に伝達するシステムです。

「これは、Ｊアラートのテスト

です」（3回）

「こちらは、ぼうさい新宿です」

※始めと終わりにチャイム音が流

れます。

試験放送の内容55月月1155日日（（水水））

午午前前1111時時かからら

　いつまでも輝いて過ごすための介護予防体操「新宿いきいき体操」の講

習会と、体操を地域で広めるサポーターの養成セミナーを実施します。い

ずれも、動きやすい服装でおいでください。

②サポーター養成セミナー

　新宿いきいき体操の指導法を学び、「新宿いきいき

体操サポーター」として活動してみませんか。2日間

のセミナーを修了した方には修了証書をお渡しし、

サポーター名簿に登録します。

【日時】6月5日・12日午後2時～4時、全2回

【会場】大久保地域センター（大久保2―12―7）

【対象】18歳以上、30名程度

【持ち物】上履き、飲み物、タオル、筆記用具

①講習会

　加齢に負けない体を作る「新宿いきいき

体操」を覚えませんか。講習会では、介護予

防のミニ講座もあります。講習会は、10地域

センターで5月～2020年2月に順次、開催し

ます。今回は、5月の講習会の募集です。

【日時】5月30日午後2時～4時

【会場】牛込笥地域センター（笥町15）

【対象】区内在住・在勤の方、30名程度

【ミニ講座のテーマ】介護予防の必要性～人

生100年！健康寿命を延ばそう

【持ち物】上履き、飲み物、タオル

講講習習会会・・ササポポーータターー養養成成セセミミナナーー

地域の子どもたちのお兄さん、お姉さんとして

活動しませんか

ジジュュニニアアリリーーダダーー養養成成講講座座

　キャンプ、舞台発表や地域活動

ボランティアを体験しながら、ジ

ュニアリーダーを目指します。

Aコース（自然体験活動の部）

【日時】6月16日・30日、7月28

日、9月8日午前10時～12時

※8月20日～21日に1泊2日のキャンプを実施します。

【内容】野外活動の知識・技術を身に付けるための講習と自然

の中でのキャンプ体験

Bコース（表現活動の部）

【日時】6月16日・30日、10月6日、11月17日、12月1日

・15日、2020年1月19日、2月9日午前10時～12時

※2020年2月16日に舞台発表があります。

【内容】自分の意見や考えを発信する力を身に付けるための

講座と舞台発表

Cコース（AコースとBコース両方）

……………＜ABC共通＞……………

【会場】子ども総合センター（新宿7―3―29）。Aコースのキャ

ンプは甲斐の国大和自然学校（山梨県甲州市大和町田野）、B

コースの舞台発表は牛込笥区民ホール（笥町15）

【対象】区内在住・在学の小学4年生～中学3年生で、受講中・受

講後に地域の行事へのボランティア活動等に1回以上参加

できる方、AB各コース30名

【申込み】はがきかファックスに2面記入例のほか希望コース

（A～Cの別）、学校名・学年、性別、保護者氏名、応募の動機を記入

し、5月15日（消印有効）までに子ども家庭支援課子育て支援

係（〒160-0022新宿7―3―29）（3232）0695・（3232）0666

へ。応募者多数の場合は、Ｃコース希望者を優先して抽選。

防災行政無線による

Jアラート
全国一斉試験放送

新宿いきいき体操
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【申込み】電話で地域包括ケア推進課介護予防係（本

庁舎2階）（5273）4568へ（②は5月31日まで）。

安全安心・建築

なんでも相談会
のご利用を
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自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

（仮称）新宿区公契約条例骨子案への

ご意見ありがとうございました

中央図書館上映会

【日時・上映作品】水曜上映会…5月8

日午後2時から（午後1時40分開場）

／「立松和平とゆく 奥の細道 心の旅」

（1時間7分。日本語音声）、映画の夕

べ…17日午後6時から（午後5時40

分開場）／「リスボンに誘われて」（1時

間51分。英語音声・日本語字幕。監督／

ビレ・アウグスト、出演／ジェレミー・

アイアンズ、メラニー・ロランほか）

【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ

クセンター8階プラネタリウム（大久保

3―1―2）へ。各日先着80名。

【問合せ】中央図書館（3364）1421へ。

北新宿第二地域交流館の講座

①初心者向け川柳講座

【日時・定員】5月8日・22日、6月12日・26

日の水曜日午後1時～3時、全4回（10

名）

【講師】碓井達彌／北新川柳会代表

②自分に合った漢方を知ろう

【日時・定員】5月16日午後2時～3時

（20名）

【内容】漢方の基礎知識を学び、自分に

合った漢方ブレンド茶を楽しむ（講師

は土子志／薬剤師）

【費用】200円（材料費）

………＜①②共通＞………

【対象】区内在住の60歳以上

【会場・申込み】①は4月27日から、②

は5月9日までに電話かファックス

（2面記入例のとおり記入）または直接、

同館（北新宿3―20―2）（5348）6751・

（3369）0081へ。①は先着順。②は応

募者多数の場合は抽選。

多言語のおはなし会

【日時】5月11日午後3時～3時30分

【内容】日本語・英語・ベトナム語で読み

聞かせ

【協力】日本ベトナム友好協会東京都連

合会

【会場・申込み】当日直接、大久保図書館

（大久保2―12―7）（3209）3812へ。

途中入退場自由。

四谷まち歩き

甲州街道界隈まち歩きと

　新宿歴史博物館～四谷今昔物語

【日時】5月18日午前10時にJR四ツ谷

駅アトレ1階エスカレーター付近集

合、正午に新宿歴史博物館（四谷三栄町

12―16）で解散予定（雨天実施）

【主なコース】四谷大通り（新宿通り）～

新宿歴史博物館（入館料300円は各自

負担）

【内容】地域の方のガイドでまち歩き。

終了後、茶話会あり（希望者のみ当日申

し込み）。

【費用】100円（資料代等。茶話会は別途、

茶菓子代300円程度必要）

【申込み】5月7日～15日に電話で

四谷地区協議会（四谷特別出張所内）

（3354）6171へ。先着20名。

※初めて参加する方には当日「四谷ま

ち歩き手帖」を差し上げます。「四谷ま

ち歩き手帖3」をお持ちの方は当日お

持ちください。

大久保地域センター

第26回五月まつり

【日時】5月18日午前10時～午後3時

30分

【内容】午前…合唱・演奏・ダンスのキ

ッズステージ

午後…各種ゲーム・トリックアート・

工作コーナーの縁日ひろば

午前・午後共通…登録団体による歌

唱・詩吟・日本舞踊の芸能まつり、レスト

ラン＆ティーサロン、茶屋、模擬店、作品

展示、健康測定、福島物産コーナーほか

中学生の実行委員を募集

　まつりの運営をお手伝いいただく区

内在住・在学の中学生を募集します。5

月6日・12日に事前打ち合わせが

あります。詳しくは、お問い合わせくだ

さい。

【会場・問合せ】大久保地域センター（大

久保2―12―7）（3209）3961へ。

新宿学講座

落合 1922

　‘‘目白文化村”の謎を解く

【日時】5月18日午後2時～3時30分

【内容】1922年（大正11年）に中落合近

辺で堤康次郎が開発した“目白文化村”

を解説

【講師】中島明子／和洋女子大学名誉教

授

【会場・申込み】4月27日から電話ま

たは直接、西落合図書館（西落合4―

13―17）（3954）4373へ。先着15名。

「おもてなし」英会話講座

東京オリンピック・

　パラリンピックに向けて

【日時】5月18日午後2時～4時

【会場】角筈地域センター（西新宿4―

33―7）

【内容】困っている人を見かけた時の英

語での対応を学ぶ

【申込み】4月27日から電話または

直接、角筈図書館（西新宿4―33―7）

（5371）0010へ。先着20名。

新宿NPO活動基礎講座

個人情報管理講座～

　いざという時に備える個人情報管理

【日時】5月30日午後6時45分～8時

45分

【対象】社会貢献活動をしている方・こ

れから始める方、20名

【内容】個人情報保護の仕組み、個人情

報の取り扱いの基本原則、個人情報の

安全管理、問題発生時の対応ほか

【講師】三木由希子／NPO法人情報公

開クリアリングハウス理事長

【費用】1,000円（資料代等）

【会場・申込み】4月27日から電話か

ファックス・電子メール（2面記入例の

とおり記入）で新宿NPO協働推進センタ

ー（高田馬場4―36―12）（5386）1315・

（5386）1318・hiroba@s-nponet.

netへ。先着順。

硬式テニス壮年ダブルス大会

【日時】6月16日午前9時～午後5時

【会場】甘泉園公園庭球場（西早稲田3―

5）

【対象】区内在住・在勤で50歳以上の方、

男性ペア・女性ペア各16組

【内容】6ゲーム1セットマッチ

【費用等】1組2,500円（大会運営費）、ボ

ール1缶

【申込み】往復はがきに2面記入例のほ

か年齢・性別・パートナー名を記入し、5

月10日（必着）までに区硬式庭球連盟・

古山寛（〒162-0041早稲田鶴巻町

535）（3202）5876へ。応募者多数の

場合は抽選。

館名 サークル名（内容）・対象 実施日

信濃町子ども家庭支

援センター
にこにこキッズ(親子で英語遊び)…乳幼児と保護者

4月・6月・10月・
12月に各1回

中落合子ども家庭支

援センター
ハッピーサン(英語の歌遊びと読み聞かせ、育児の情報
交換)…生後3か月以上の未就学児と保護者

月1回

北新宿子ども家庭支

援センター
ゆいまーる(パネルシアター等)…未就学児と保護者

原則として
第3月曜日

百人町児童館 わらべうた(わらべうた)…1歳までと保護者 第2水曜日
上落合児童館 エンジェルドリーム(パワーヨガ)…3歳までと保護者 木曜日

北新宿第一

児童館

キャロットの会(ベビーマッサージ・音楽あそび等)…未
就園児と保護者

金曜日

にこにこ会（親子でのふれあいあそび等)…未就園児と保
護者

水曜日
（不定期）

ゆいまーる（パネルシアター）…未就園児と保護者 不定期

◆子育て自主サークル等 お母さん・お父さんが企画・運営しています。

館名 サロン名(内容)・対象 実施日

榎町子ども家庭

支援センター

ハロー エンジェルス(英語を使ったふれあい遊び)…
乳幼児と保護者

第2月曜日

ぬくぬく新宿(エプロンシアター)…乳幼児と保護者 第2水曜日

手づくりぬくぬく（エプロンシアター製作)…乳幼児の
保護者

第3水曜日

ももちゃんと遊ぼうの会(読み聞かせ・身体遊び)…乳幼児
と保護者

金曜日
（不定期）

北山伏児童館
親子スペシャル(フラワーアレンジ、工作、子育て相談等)
…乳幼児と保護者

不定期

西新宿児童館
ママタイム（ものづくりを通した仲間作り)…乳幼児と
保護者

不定期

子育て支援施設

ゆったりーの

(北山伏町2-17、北山
伏児童館1階)
(5228)4377

ベビママタイム(仲間作り)…8か月未満の乳児と保護者
月1回

火曜日午後

ミシン部×編み物部×布絵本(手芸を通した仲間作り)
…乳幼児と保護者

第1・第3
月曜日

絵本カフェ(絵本の読み聞かせ)…乳幼児と保護者
土曜日
(不定期)

◆子育てサロン・
　子育て仲間づくり活動

　区の講座を受講したボランティア「子育て

仲間づくりサポーター」が開催します。

　子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館等では、子育て

支援事業の1つとして、幼児サークルや子育てサロン活動、保護者の自

主的な子育てサークル活動を実施しています（下表参照）。利用を希望

する場合は、活動場所のセンター・児童館等へお申し込みください。詳

しくは、新宿区ホームページでもご案内しています。

【問合せ】子ども家庭支援課児童館運営係（5273）4544へ。

◆幼児サークル

　小さなお子さんとお母さん・お父さんの遊びの

場・出会いの場として交流できるサークルを開催

しています。

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館等

男女共同参画フォーラム

実行委員

　『誰もが個人として尊重され、自分ら

しく豊かに生活できるまち』をめざし、

男女共同参画に関する意識を高めるた

めの講演会等のイベントを2020年2

月15日に実施します。企画・運営に

参加してみませんか。

【実行委員会日時】6月14日・28日、7月

19日、9月13日・27日、10月11日、11月

8日、12月6日、2020年1月10日、2月7

日、3月6日の金曜日、午後1時30分から

（3月6日は午後4時から）1～2時間程

度）

※進行状況により日程を追加する場合

があります。

【対象】区内在住・在勤・在学で、全回出席

できる方、7名程度

【会場・申込み】所定の応募用紙を5月

15日までに男女共同参画推進セン

ター（〒160-0007荒木町16、ウィズ新

宿内）（3341）0801へ郵送（必着）また

は直接、お持ちください。応募用紙はウ

ィズ新宿、地域センター、区立図書館等

で配布するほか、新宿区ホームページ

から取り出せます。選考結果は応募者

全員に5月29日までにお知らせしま

す。

都市計画審議会住民委員

　都市計画の計画案に対する審議会の

判断をまとめる際に、調査・審議などを

行います。

【対象】4月1日現在、区内に1年以上在

住の満18歳以上、2名（ほかに補欠委員

1名）

※特別区・東京都の職員、区のほかの審

議会等の委員を除く。

【任期】7月～2021年6月30日

【報酬】審議会（※年7回程度、平日に開

催）に出席の都度、1万円

【申込み】所定の申込書に「地域の個性

を活かしたまちづくりについて」がテ

ーマの論文（800字程度）を記入し、5月

20日までに都市計画課都市計画係

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁

舎8階）（5273）3527へ郵送（必着）ま

たは直接、お持ちください。申込書は同

係、特別出張所、区立図書館で配布する

ほか、新宿区ホームページから取り出

せます。選考結果は応募者全員にお知

らせします。

8月
宿泊分 区区民民保保養養施施設設のの利利用用申申しし込込みみ

箱箱根根つつつつじじ荘荘・・ググリリーーンンヒヒルル八八ヶヶ岳岳

【受付窓口】㈱日本旅行新宿区役所

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

本旅行（5369）3902（午前10時

～午後6時。電話受け付けのみ）へ）

◎抽選（区民抽選予約）

　区内在住の方のみ申し込めます。

【申込期間】5月1日～10日（必着）

【申込方法】受付窓口・特別出張所・生

涯学習スポーツ課で配布の「抽選は

がき」でお申し込みください。5月20

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。

◎空き室予約

　抽選後の空き室は区内在住の方

のみ申し込める「区民優先予約（当

選者を含む）」、どなたでも申し込め

る「一般予約」の順に、先着順で予約

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、㈱日本旅

行ホームページ（http://ntasports.

net/shinjukuku/）でも確認できま

す。

【申込開始日】区民優先予約…5月

21日、一般予約…6月1日

※利用料金には各種割引制度があ

ります。箱根つつじ荘に宿泊する方

には、小田急線の運賃割引証を発行

します。

※利用のご案内「区民保養施設ハン

ドブック」は、受付窓口等で配布し

ています。

【区の担当課】生涯学習スポーツ課

生涯学習スポーツ係（本庁舎1階）

（5273）4358

落合三世代交流サロン（西落合1―31―24、西落合

児童館2階）（3954）2740

地域子育て支援センター二葉「ふたばひろば」（南元

町4、二葉乳児院2階）（5363）2170

地域子育て支援センター原町みゆき「原町みゆきひろ

ば」（原町2－43、原町みゆき保育園1階）（3356）2663

ゆったりーの「ゆうゆうひろば」（子育て支援施設ゆ

ったり―の内）

　区内の児童館等では、子育て情報の提供や育児相談を行っています。乳幼児の親

子専用スペースもあります。

子ども総合センター

信濃町・榎町・中落合・北新

宿子ども家庭支援センター

薬王寺児童館

富久町児童館

百人町児童館

高田馬場第一児童館

西新宿児童館

ごご利利用用くくだだささいい 乳乳幼幼児児親親子子のの専専用用ススペペーースス

　労働環境の整備を推進するとともに、公共サー

ビス調達の品質の確保を持続可能なものとするた

め、「（仮称）新宿区公契約条例」のパブリック・コメ

ントを実施し、70件のご意見をいただきました。

　今後はいただいたご意見を参考に「（仮称）新宿

区公契約条例」の制定に向けて取り組んでまいり

ます。

　いただいたご意見の要旨と区の考え方、条例骨

子等は、契約管財課、区政情報課（本庁舎3階）、区政

情報センター（本庁舎1階）で閲覧できるほか、新宿

区ホームページでご覧いただけます。

【問合せ】契約管財課契約係（本庁舎4階）（5273）

4075へ。

パブリック・コメントの

実施結果を公表しています

新宿文化センター合唱団員募集中
　東京フィルハーモニー交響楽団とともに演奏会に出演する合唱

団員を募集します。本番公演は新宿文化センターで2020年1月29

日に開催します。

【練習日時】7月3日～2020年1月の原則として水曜日と本番前2日

間（午後6時30分～9時、全40回程度）

【会場】新宿文化センター（新宿6―14―1）

【対象】練習に7割以上参加し、自主的な予習復習

と本番への出演が可能な方、ソプラノ（55名）・ア

ルト（55名）・テノール（50名）・バス（50名）

【曲目】ウォルトン「ベルシャザルの�宴」、エルガー「威風堂々第1番」

【費用】21,000円（区内在住の方は15,000円）

【申込み】区内在住・在勤・在学の方は5月5日～20日（必着）、そのほかの方

は5月25日～31日（必着）に参加申込票を郵送または直接、新宿未来創造

財団文化・学習課（〒160-0022新宿6―14―1）（3350）1141へ。参加申

込票は同センターで配布するほか、同センターホームページから取り

出せます。応募者多数の場合は区内在住・在勤・在学の方を優先して抽

選。同センターホームページからも申し込めます。

①ウォーキング講座

　～歩いて知る薬王寺の魅力

【日時・定員】5月21日午前10

時～12時に戸塚地域センター

（高田馬場2―18―1）ロビー集

合（20名）

【内容】戸塚地区と神田川周辺

を、約4～5㎞歩きます。

②パソコン講座

【日時・定員】5月24日午後1

時30分～3時（5名）

③ストレッチ3B体操

【日時・定員】5月24日午後1

時30分～3時30分（20名）

④ささえーる歌声広場

【日時・定員】5月28日午前10

時～11時30分（20名）

⑤昼食を作って食べよう

【日時・定員】5月17日午前9

時30分～午後0時30分（6名）

⑥無理なくできる

　バランスごはん

【日時・定員】5月21日午前10

時～午後1時30分（6名）

⑦愛する家族のための

　男子ごはん

【日時・定員】5月22日午前10

時～午後1時（6名）

⑧男のおつまみ講座（男性対象）

【日時・定員】5月23日午後2

時～4時30分（6名）

⑨お手軽薬膳クッキング

【日時・定員】5月24日午後1

時30分～4時（6名）

………＜①～⑨共通＞………

【対象】区内在住の方

【会場・申込み】5月9日までに電

話または直接、同館（市谷薬王寺

町51）（3353）2333（土・日曜日、

祝日を除く午前9時～午後6時）

へ。応募者多数の場合は抽選。

※⑤～⑨は当日、400円をお支

払いください。エプロン、三角

布をお持ちの上、爪を切ってお

いでください。

▲箱根つつじ荘

ささえーる 薬王寺の講座

▼グリーンヒル

八ヶ岳

館名 所在地 電話番号 曜日・対象年齢・定員

子ども総合
センター

新宿7－3－29
新宿ここ・から広

場内

（3232）0695
0歳…第1･第3水曜日
1歳…第2･第4木曜日　
2歳以上…第2･第4火曜日

子
ど

も
家

庭
支
援

セ
ン
タ

ー

信濃町 信濃町20 （3357）6851 0歳（3か月以上）…金曜日 1歳以上…火曜日

榎町 榎町36 （3269）7304
1歳（25組）…火曜日
2歳以上（25組）…木曜日
0歳…月2回（不定期）

中落合
中落合

2－7－24
（3952）7751

0歳Ａ…第1･第3木曜日
0歳Ｂ…第2･第4木曜日（10月開始）
1歳…水曜日（2期制・各期30組）
2歳･3歳（30組）…金曜日（隔週）

北新宿
北新宿

3－20－2
（3365）1121

0歳…水曜日 1歳…金曜日
2歳以上…月曜日
★月1回金曜日の午後に4歳・5歳対象のおはな
し会、月1回土曜日に未就学児対象の「親子で遊
ぼう」を開催

児
童

館

本塩町 四谷本塩町4－9（3350）1456

0歳…月曜日（月2回）
未就園児…火曜日
4歳以上の未就学児…水曜日（月2回）
★隔週日曜日に未就学児対象のキッズパークを
開催

北山伏 北山伏町2－17（3269）7196 2歳･3歳（30組）…木曜日

中町 中町25 （3267）3321
0歳…金曜日 1歳…木曜日
2歳以上…水曜日

東五軒町 東五軒町5－24（3269）6895
0歳（25組）…火曜日
1歳以上（25組）…水曜日
2歳以上（25組）…木曜日

薬王寺 市谷薬王寺町51（3353）6625
6か月～1歳6か月（30組）…火曜日
1歳7か月以上（30組）…木曜日

早稲田
南町

早稲田南町50 （5287）4321
0歳（30組）…火曜日（月2回）
1歳（20組）…水曜日
2歳以上（20組）…金曜日

富久町 富久町22－21 （3357）7638
1歳まで…火曜日 2歳以上…木曜日
★月2回（不定期）で乳幼児対象のアスレチック
ルームを開催

百人町
百人町
2－18－21

（3368）8156
0歳…金曜日 1歳…火曜日
2歳・3歳…木曜日

高田馬場
第一

高田馬場
3－18－21

（3368）8167
0歳…水曜日 1歳…木曜日
2歳以上…火曜日

高田馬場
第二

高田馬場
1－4－17

（3200）5038
6か月～1歳6か月（30組）…火曜日
1歳6か月以上（40組）…木曜日

上落合
上落合
2ー28ー8

（3360）1413

0歳…金曜日 1歳～3歳…月曜日
4歳以上…火曜日（月1回）
★月1回土曜日に乳幼児対象の乳幼児プレイタ
イムを開催

中井 中井1－8－12 （3361）0075
未就学児…第2金曜日 1歳まで（30組）…水
曜日2歳以上（40組）…木曜日

西落合 西落合1－31－24（3954）1042

1歳6か月まで…金曜日
1歳7か月以上…木曜日
★不定期で火曜日に乳幼児等対象の「にしおち
ひろば」を開催

北新宿

第一
北新宿2－3－7（3369）5856

0歳…木曜日 1歳…月曜日
2歳以上…火曜日

西新宿
西新宿
4－35－28

（3377）9352
0歳…火曜日 1歳…水曜日
2歳以上…木曜日
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平成31年（2019年）4月25日発行（6）第 2281号

★ 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 ★

…イベント …講座

●東京都難病相談・支援センター（東京都の相談窓口）

　難病の治療や医療機関等について相談できます。

詳しくは、都の相談窓口へお問い合わせください。

（5802）1892（午前10時～午後5時（受け付けは午

後4時まで）。土・日曜日、祝日を除く）

http://www.tokyo-nanbyou-shien-yi.jp/

　療養生活への支援事業をご利用ください。

◆任意接種

予防接種名 接種回数 対象

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】3,000円（生活保護を受けてい
る世帯等は免除）

MR（麻しん・風しん混合）
最大2回
（未接種
回数分）

2歳～18歳の定期接種未接種者（定期接種
対象者（右上表参照）を除く）
【自己負担】なし

予防接種名 接種回数 対象

ヒブ 接種開始
時期によ
り1～4回

生後2か月～5歳未満
小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎 ※1 3回 1歳未満（標準接種時期は生後2か月～9か月未満）

DPT-IPV（ジフテリア・
百日せき・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

IPV（不活化ポリオ）※2 4回 生後3か月～7歳6か月未満

BCG（結核） 1回
1歳未満
（標準接種時期は生後5か月～8か月未満）

MR（麻しん・風しん混合）
第1期

1回 1歳～2歳未満

MR（麻しん・風しん混合）
第2期

1回
平成25年4月2日～26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）

水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満

日本脳炎 第1期 ※3 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 第2期 ※3 1回 9歳～13歳未満（標準接種時期は9歳から）

DT(ジフテリア・破傷風
2種混合）

1回
11歳～13歳未満
（標準接種時期は11歳～12歳未満）

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）
※積極的には接種をお勧めしていません。詳
しくは、お問い合わせください。

新宿区へ転入した方へ

　各予診票の通知発送時期後に転入した場合、予防接種のご案内が届きま

せん。まだお済みでない予防接種があるときは、保健予防課へお問い合わせ

ください。予診票を交付します。

幼稚園・保育園・子ども園等の年長児はMR（麻しん・風しん混合）

第2期の定期接種対象です

　麻しん（はしか）は感染力が非常に強く、発病すると高熱が続き、時には肺

炎や脳炎を引き起こす重大な感染症です。幼稚園・保育園・子ども園等の年長

児に相当する年齢の方には、3月28日に予診票を発送しました。早めに接種

しましょう。

MR（麻しん・風しん混合）定期接種未接種の方へ

任意接種を全額助成しています

　対象者等は、下表のとおりです。接種を希望する方は、

保健予防課へお問い合わせください。予診票を発行します。

おお子子ささんんのの予予防防接接種種をを
忘忘れれずずにに

※3…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か月までに第1期の接種が完了していない方は、9歳～13歳未満の間、第1
期不足分を無料で接種できます。希望する方は、お問い合わせください。

※2…DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風3種混合）、IPV（不活化ポリオ）の接種を完了
していない方は、必要に応じて4種混合ワクチンを接種できます。詳しくは、お問い合
わせください。

※1…母子感染予防として、健康保険によりＢ型肝炎ワクチンを受けたお子さんは定
期接種の対象外です。

◆ 今年度に区が実施する子どもの予防接種 ◆

計画的に接種してお子さんを感染症から守りましょう

　今年度に区が実施するお子さんの予防接種は、右・下表のとおりです。対象

の方には、区が発行する予診票をお送りします。予診票をお持ちの上、区の指定

医療機関で接種してください（医療機関への予約が必要な場合があります）。

◆人工呼吸器を使用している方への支援

　ご家族・関係機関と協力して、災害時の連絡先・必

要な備蓄品の確認などを支援します。詳しくは、各

保健センターへお問い合わせください。

◆障害福祉サービス

　障害の程度により、障害福祉サービスを利用でき

る場合があります。詳しくは、障害者福祉課（本庁舎

2階）（5273）4583・（3209）3441へ。

◆難病医療費等助成制度　

　難病医療費助成の対象疾病にり患し、認定基準

を満たしていると認定された方に、治療にかかる

医療費等の一部を公費で負担します。詳しくは、

各保健センターへお問い合わせください。

◆保健センターの相談支援サービス・講演会

保健師等による生活上の悩みや困りごとの相

談

専門医による治療など療養上の相談や理学療

法士によるリハビリ指導（対象疾患は「リウマチ・

膠原病」「神経難病」で、各年1回開催予定）

「リウマチ」「膠原病」「パーキンソン病」「消化器

難病」がテーマの講演会

※詳しくは、広報新宿後号等でお知らせします。

★難病の定義…発病の機構が明らかでない、治療方法

が確立していない、希少な疾病、長期の療養を必要と

するもの

歯歯歯ととと口口口ののの

健健健康康康チチチェェェッッックククととと

フフフッッッ素素素塗塗塗布布布

お子さんの

【受診期間・回数】5月1日～2020年3月31日に2回受

診できます。

☆フッ素とは･･･お茶・野菜・海藻など食

物にも含まれています。フッ素塗布に使

用される薬剤は、歯の質を強くし、虫歯

になりにくくする効果があります。特

に、生え始めの歯の質は弱く虫歯になりや

すいため、フッ素塗布が大変有効です。

区内在住で平平成成2255年年44月月22日日～～

2299年年44月月11日日生まれのお子さん
対象

区内の医療機関で年に2回無料で受けられます

【問合せ】牛込保健センター（弁天町

50）（3260）6231・（3260）6223

四谷保健センター（四谷三栄町

10―16）（3351）5161・（3351）

5166

東新宿保健センター（新宿7―26―

4）（3200）1026・（3200）1027

落合保健センター（下落合4―6―

7）（3952）7161・（3952）9943

　自分らしく生活するための学びや、療養体験の情報交換を通して、気

持ちを分かち合う会です。

【日時】①5月21日、②8月26日、③11月26日、④2020年2

月25日、時間はいずれも午後2時～4時

【対象】区内在住・在勤・在学で難病を抱えている方、介護者・ご家族ほか

【内容】①③は簡単ストレッチ（写真）、②④は音楽療法、交流会

【会場・申込み】電話で落合保健センターへ。

しんじゅく難病サロンにご参加ください

【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。

区内在住の難病等患者の方向け 支援事業の一部をご紹介します

※歯と口の健康チェック（歯科健診）のみの受診もできます。

【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係（第2分庁舎分

館1階）（5273）3047へ。

【受診方法】対象のお子さんには、4月末に、区から「しん

じゅく健康フレンズ」のイラスト（下図）のある封筒

（右下写真・紫色）に入れて受診票を発送します。同封の

「お知らせ」に掲載の歯科医療機関に事前にお問い合わ

せの上、受診してください。

受診票が届かない方は、下記

へご連絡ください。

◆定期接種（無料）

難病等患者の方とご家族の
療養生活を支援します

「しんじゅく健康

フレンズ」が目印です

5月15日（水）

午前11時から

講習会・サポーター養成セミナー

ジュニアリーダー養成講座
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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

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。

蚊の発生源対策

蚊に刺されないために

蚊の多い場所へ行くときは、

刺されないよう長袖のシャツや

長ズボンなどを着用し、肌を露

出しない

必要に応じて、虫よけスプレ

ーや蚊取り線香を正しく使用す

る

窓には網戸を設置し、玄関扉

や窓の開け閉めは極力少なくし

て、屋内への蚊の侵入を防ぐ

ウイルスを媒介する蚊とは

　デング熱・ジカウイルス感染症などを媒介

するヒトスジシマカ（右上写真）は、北海道を

除く国内のほとんどの地域に生息します。

　成虫は5月中旬～10月下旬ごろに活動し、

主に朝方から夕方に吸血します。

蚊が媒介する感染症

◆デング熱

　デング熱に感染した人の血を吸った蚊が、

他の人の血を吸うことで感染が広がる病気で

す。人から人へは感染しません。ウイルスに感

染した蚊に刺された全ての人が発症するわけ

ではありませんが、発症すると発熱・頭痛・関節

痛・発疹等の症状が1週間程度続きます。

◆ジカウイルス感染症

　ジカウイルスを持っている蚊に刺されるこ

とが主な感染原因です。

　症状は軽度の発熱・発疹・結膜炎・筋肉痛・関節

痛・倦怠感・頭痛などですが、感染しても症状が

ないか、症状が軽く気付かないこともあります。

　妊婦のジカウイルス感染が母子感染による

小頭症等の先天異常の原因になることから、

妊婦・妊娠の可能性のある方は、可能な限り流

行地への渡航を控えてください。

デング熱・ジカウイルス感染症などを媒介する

リウマチ講演会

関節の痛みや腫れでお困りの方へ

【日時】5月15日午後2時～4時

【対象】区内在住・在勤・在学の方、30名

【内容】リウマチの症状・検査・治療を解

説（講師は平形道人／慶應義塾大学病

院リウマチ内科医師）

【会場・申込み】電話かファックス（2面記入

例のとおり記入）で牛込保健センター（弁

天町50）（3260）6231・（3260）6223へ。

女性のための健康セミナー

じょうずな体の動かし方

美しく立つを基本とした動作

【日時】5月24日午後2時～4時

【会場】四谷保健センター（四谷三栄町

10―16）

【対象】区内在住・在勤・在学の女性、30名

【内容】ロコモティブシンドローム（運動

器症候群）についての講話と実習（講師

は宮原富士子／NPO法人HAP理事長）

【申込み】5月7日から電話かファッ

クス（2面記入例のとおり記入）で女性

の健康支援センター（四谷保健センタ

ー内）（3351）5161・（3351）5166

へ。先着順。託児あり（先着10名）。

循環器講演会

食事で防ぐ動脈硬化

　お菓子などの嗜好品のエビデンス

【日時】6月4日午後2時～4時

【対象】区内在住・在勤の方、40名

【講師】椎名一紀／東京医科大学病院循

環器内科医師

【会場・申込み】5月7日から電話かファ

ックス（2面記入例のとおり記入）で四谷保

健センター（四谷三栄町10―16）（3351）

5161・（3351）5166へ。先着順。

消防博物館

ゴールデンウイーク企画展

消防のりもの大集合

【日時】4月27日～5月12日午前9

時30分～午後4時30分

【会場・申込み】当日直接、同館（四谷3―

10）（3353）9119へ。

大久保病院

「看護の日イベント」

【日時】5月8日正午～午後2時

【内容】健康チェック（身長・体重・血圧・

酸素飽和度）、健康相談（医師・薬剤師・

栄養士・医療ソーシャルワーカー）、体

験コーナー（健康体操・AED・認知症予

防チェック）

【会場・申込み】当日直接、東京都健康プ

ラザハイジア（歌舞伎町2―44―1）へ。

【主催・問合せ】東京都保健医療公社大

久保病院看護部（5273）7711へ。

市民とNPOの交流サロン

【日時】5月9日午後6時45分～8時45

分

【会場】新宿NPO協働推進センター（高

田馬場4―36―12）

【内容】15か国で、8万人以上の子ども

たちに教育支援を行ってきた認定

NPO法人国境なき子どもたちの活動

を紹介（語り手は同法人）

【費用】1,000円（資料代等）

【主催・申込み】4月27日から電話かフ

ァックス・電子メール（2面記入例のと

おり記入）で新宿NPOネットワーク協

議会事務局（5206）6527・（5386）

1318・hiroba@s-nponet.netへ。先

着20名。

子育て教育フェア

　区内私立幼稚園

の先生が出展する

ブースで製作活動

や絵本の読み聞か

せ、絵本交換など

があります。

【日時】5月18日午前10時～午後3時

【会場】新宿中央公園水の広場（西新宿

2―11）

【主催】区私立幼稚園連合会

【後援】新宿区・区教育委員会

【問合せ】伸びる会幼稚園（3361）

5020へ。フェア当日は080（3705）

3180へ。

ちちょょっっとと気気ににななるる「「膝膝痛痛」」とと「「中中高高年年のの眼眼のの病病気気」」

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★

セミナー「働く女性の出産と育児～朝

まで寝てくれる母乳法」　4月28日午前

10時～11時30分、新宿文化センターで。

講師は田中伸代・母乳ケア専門助産師。

3,000円。4月27日までに電話で。

先着80名。女性就業支援THERESIA

（てれじあ）・中原（5990）5539

第50回新しい憲法をつくる国民大

会　5月3日午後1時～4時（正午開

場）、四谷区民ホールで。公募した改憲

川柳入選者発表と憲法改正を考える。

無料（3,000円・2,000円の有料席あ

り）。5月2日までに電話で。先着392

名。同実行委員会・重田（3581）1393

講座「子ども食堂の開き方」　5月17

日午後1時～5時、赤城生涯学習館

で。子ども食堂開設の具体例ほか。

1,000円。5月15日までに電話

で。午前10時30分～午後5時に青い

空みらいクラブ・原070（4329）6925

★サークル紹介・会員募集★

書道　毎月第1・第3水曜日午前10時

～12時、高田馬場シニア活動館で。講師

による漢字・かなの指導あり。月2,300

円。書道友の会・髙田（3953）5297

俳句　毎月第4土曜日午後1時～4時、戸

塚地域センターで。月1,500円。サ

ロンアトム・村岡090（3216）7483

ボイストレーニング・カラオケ　毎月

第1～第4木曜日午前9時30分～午後0時

30分、東五軒町地域交流館で。第1～第3木

曜日は講師の指導あり。第4木曜日は自

主トレーニング。女性対象。月2,500

円。さつき会・本堂080（5534）3283

専門医がお話します

【日時】5月18日午後2時～4時(午後1時30分開場)

【講師】田代俊之／JCHO東京山手メディカルセンター整形外科部長

「中高年の眼の病気～ドライアイと白内障」

【講師】高村悦子／東京女子医科大学医学部医学科眼科教授

【共催】新宿区医師会

【申込み】当日直接、会場へ。先

着300名。

　近年、蚊が媒介するデング熱等の輸入感染症の国内発生リスクが高まっています。

　区では、区道や区立公園等の雨水ますの幼虫防除と下草刈り等、蚊の発生源対策に取り組んでいます。ご自宅や職場で

も、蚊の幼虫が発生し始めるこの時期から、蚊の発生を増やさないように対策しましょう。

▲ヒトスジシマカ

（写真提供／国立感染症研究所昆虫医科学部）

【問合せ】デング熱・ジカウイルス感

染症の症状等…保健予防課保健相談

係（第2分庁舎分館1階） (5273)

3862、蚊の駆除等の方法…衛生課

環境衛生係（第2分庁舎3階）（5273）

3841へ。

植木鉢の

受け皿
雨ざらしのバ
ケツ・じょうろ 空き瓶・缶・ペット

ボトル

古タイヤ

◆やぶや雑草を刈り取る

　ヒトスジシマカは植物が生い茂り、日照が届きにくく、湿

度が高い所を好んで潜んでいます。樹木のせん定を行い、下

草は刈り取りましょう。

蚊の発生源対策を

◆水たまりができないようにする

　ヒトスジシマカの幼虫は、植木鉢の受け皿、雨ざらしのバ

ケツやじょうろ、空き缶やペットボトル、古タイヤ、ビニール

シートのくぼみ、雨水ます等にできる小さな水たまりに発生

します。1週間に一回程度、雨水がたまっていないかチェック

し、屋外の容器は整理しましょう。

講演
「歳をとって膝が痛くなってきた！

どうなっちゃうの？どうすればいいの？」

講演

区民医療公開講座

【会場】牛込笥区民ホール（笥町15）

【問合せ】新宿区医師会(3208)2301、健康

政策課健康企画係(第2分庁舎分館1階)(5273)

3024へ。

マンション管理のこんな課題・

悩みはありませんか

管理規約や使用

細則がないので

作りたい

役員のなり手が

不足している

管理組合が機

能していない

管理費、修繕積立

金の滞納がある

居住者間のト

ラブルやマナ

ー問題がある

管理規約や使用細

則の内容が現状に

合っていない

自転車の保険に

加入しましょう

地域コミュニティ事業に助成します
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区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

地域の安全・安心を守る

わたしたちのまちの消防団

地域の避難所防災
訓練等での指導

消防団員を募集中

わたしたちと一緒に地域のために活躍しませんか 区内消防署等との

合同水防訓練

区役所本庁舎・第1分庁舎のエレベータ

ー扉には、オリンピック・パラリンピック競

技のイラストをラッピングしています。フ

ロアごとに異なる競技がデザインされて

います。

▲区施設164所の出入り口では、東

京2020マスコット「ミライトワ」と

「ソメイティ」がお出迎えします。施

設によってポーズが異なり、全部で

９種類あります。

ゲスト

　東京2020オリンピック・パラリンピックを

より楽しめる情報を、毎月ご紹介しています。

【問合せ】東京オリンピック・パラリンピ

ック開催等担当課（第 1分庁舎 7階）

（5273）4220・（5273）3931へ。

羽羽田田空空港港機機能能強強化化にに

関関すするる地地域域説説明明会会

　新宿区名誉区民の亀井忠雄さん（能楽囃子方）が、

優れた芸術の進歩に貢献する顕著な業績が認めら

れた方に贈られる2018年度の恩賜賞・日本芸術院

賞を受賞しました。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）

3505・（3209）9947へ。

名名誉誉区区民民のの亀亀井井忠忠雄雄ささんんがが

恩恩賜賜賞賞・・日日本本芸芸術術院院賞賞をを受受賞賞

　国が計画している羽田空港の機

能強化（国際線の増便）に関する新

飛行経路案では、南風時の午後3時

～7時のうち3時間程度、旅客機が落

合・北新宿・西新宿地域の上空約915

ｍを飛行することになります。新飛

行経路案について、国土交通省によ

る説明会が開催されます。

【日時・会場】5月20日午後6時

30分～8時／落合第一地域センタ

ー（下落合4―6―7）、5月21日

午後6時30分～8時／落合第二地域

センター（中落合4―17―13）

※詳しくは、新宿区ホームページで

ご案内しています。

【申込み】当日直接、会場へ。

【問合せ】環境対策課環境計画係（本

庁舎7階）（5273）3763・（5273）

4070へ。

子どもたちの豊かな学びの環境をつくっています

地域協働学校

　地域協働学校とは、学校運営につ

いて協議し、学校を支援する組織と

して、地域住民・保護者・教職員等の

委員で構成する学校運営協議会を

設置している学校です。

　学校運営協議会は月1回程度開催

し、学校運営や学校評価、学校支援

活動などについて協議しています。

協議内容を基に、下記に挙げるさま

ざまな学校支援活動を行っていま

す。

　学校支援活動には、協議会の委員

だけではなく、地域の方や保護者も

ボランティアとして参加するなど、

顔の見える関係づくりが進んでい

ます。

　区施設に東京2020大会のラッピング

（装飾）をして、まちをにぎやかにする「新

宿シティドレッシング」を実施しています。

　ラッピングのデザインに使っている

「みんなの歓声 みんなが輝く」は、東京

2020大会に向けた区独自のスローガン

で、区内の中学生が考えたものを集約し

て作成しました。

　東京2020大会の終了までご覧いただ

けます。ぜひ、お近くの施設でお楽しみ

ください。

　130か国を超え、約43,000人の外国人が暮らす多文化共生のまち「新宿」で、お子さ

んから大人まで、スポーツを通じた身近な国際交流を楽しみましょう。

【問合せ】多文化共生推進課（本庁舎1階）（5273）3504・（5273）3590へ。

フフフッッットトトサササルルル交交交流流流会会会

「「「「「「「「「「「「新新新新新新新新新新新新宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿ググググググググググググロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーババババババババババババルルルルルルルルルルルルカカカカカカカカカカカカッッッッッッッッッッッッププププププププププププ」」」」」」」」」」」」

東東京京22002200大大会会気気運運醸醸成成イイベベンントト

【日時】5月12日
　　 午前10時～午後3時30分

　　 （雨天実施）

【会場】落合中央公園野球場
　　 （上落合1―2）

サッカーフリースタイルパフォーマンス

フットサル大会（参加国は日本・中国・韓国・

ネパール・セネガルほか）

森岡隆三さん

元日本代表（サッカー）

北原亘さん

元日本代表（フットサル）

主なプログラム （予告なく変更する場合があります）

取り組みの一例をご紹介します

新新宿宿シシテティィドドレレッッシシンンググ

運動の一環

としてポスタ

ーを作成・地域

へ掲示し、普及

啓発を行って

います。

大大久久保保小小学学校校

朝朝ののああいいささつつ
見見守守りり運運動動

▲大人と子どもが一緒になっ

て合同防災訓練を行っていま

す。

牛牛込込仲仲之之小小学学校校

避避難難所所運運営営訓訓練練・・
ううししななかか111199

【協力】新宿区サッカー協会

【申込み】当日直接、会場へ。

東東京京22002200大大会会ののララッッピピンンググででままちちををににぎぎややかかにに

▲第1分庁舎では、午後6

時から、5色の光でライ

トアップをしています。

▼区役所本庁舎・第1分庁舎、新宿コズミックセンター、

新宿スポーツセンター、新宿文化センター、四谷特別出

張所の計6施設では、外壁にラッピングを実施してい

ます。

　区教育委員会では、地域協働学校の取り組みを通して、学校・家庭・地域が

連携し、一体となった運営をすることで、地域に信頼され、開かれた学校づ

くりを推進しています。

【問合せ】教育支援課地域連携・家庭教育推進係（大久保3―1―2、新宿コズ

ミックセンター4階）（3232）1078・（3232）1079へ。

　区では5月1日から年度表記を「平成31年度」から「令和元年度」に変更し

ます。なお、各種通知書、印刷物で「平成31年度」表記が残る場合がありま

す。その場合は、「平成31年度」を「令和元年度」に読み換えてください。

【問合せ】総務課文書法制係（本庁舎3階）（5273）4052・（3209）9947へ。

年度表記の変更について

道徳の授業

に地域の方を

招き、意見交

換をしていま

す。

牛牛込込第第一一中中学学校校

道道徳徳授授業業地地区区公公開開講講座座
意意見見交交換換会会

消防操法大会で
訓練の成果を発揮

災害に備えた
放水訓練

ブラインドサッカー体験

食育ブース（栄養指導）
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