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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。

　この欄は区民の方相互の情報交換の

場です。掲載行事は区の主催ではあり

ません。日時・会場等は予定です。ご自分

で各主催者に内容をよくご確認の上、

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★

イベント「ストレッチ＆創作ダンス

で体をほぐそう」　7月30日午前11

時30分～午後1時30分、8月2日午後

5時30分～7時30分、西新宿7丁目で。途

中入退場自由。500円。各日4日前ま

でに電話で。各日先着10名。自由に踊

ろうサークル090（4060）8015

東京少年少女合唱隊ジュニアワーク

ショップ＆コンサートに区民10組を

無料招待　8月23日午後3時～5時、

淀橋教会（百人町1）で。親子対象（1組3名

まで）。合唱体験もあり。8月19日ま

でに電話で。先着順。月・水～金曜日の

午前11時～午後6時に同合唱隊（3361）

0381

★サークル紹介・会員募集★

書道　月2回日曜日午前9時30分～

11時30分、北新宿生涯学習館で。書道

歴40年の講師による指導あり。月

2,500円。書を楽しむ・森田090

（1215）0766

英会話　毎週月・水～土曜日午前11

時～11時50分（水曜日は午後7時～8時・

金曜日は午後5時40分～6時40分の回

もあり）、神楽坂2丁目で。45歳以上対象。

1回1,500円（初回は500円）。日曜

日に超初心者向け英会話グループ45・

小沼090（6713）2877

バレエ・ストレッチ　毎週金曜日午

後3時30分～5時、落合第一地域センタ

ーで。無料体験あり。1回1,000円。プ

ティ・バレエ・近藤080（6533）3192

合唱　月3回土曜日午後1時～3時、柏

木地域センターで。ポップス・叙情歌ほ

か。無料体験あり。中高年対象。月

6,000円。コールパステル・鈴木090

（7400）8136

新宿まちなかサロン

　近隣の高齢者の方が気軽に立ち寄れ

るサロンの8月のイベントです。

◎神楽坂・坂上サロン

【日時・内容・定員】アロマケアハンド

トリートメント…6日午前11時30分

～12時（4名）、歌声サロン…6日午

前10時45分～11時45分（20名）、パソ

コンサロン…6日・27日午前11時

～午後1時（各日14名）、ADL体操…

27日午後1時30分～2時30分（5名）

【会場】高齢者福祉施設・神楽坂（矢来町

104）

◎小滝橋ひろば

【日時・内容・定員】アロマカフェ…21

日午後1時30分～3時（3名）、パス

テルアート…26日午後2時～3時・午

後3時～4時（各回4名）、ネイルケア

カフェ…12日・26日正午～午後4

時（各日5名）、メンタルヘルス相談

会…2日午前10時～午後4時（15名）・

28日午後1時10分～4時（4名）、色

絵（いろえ）カフェ…26日午前11時

～12時（6名）

【会場】新宿NPO協働推進センター（高

田馬場4―36―12）

………＜以下共通＞………

【費用】1回500円程度（別途材料費500

円が必要な場合あり）。パソコンは月

2,000円

【後援】新宿区

【主催・申込み】7月18日から電話か

ファックス・電子メール（3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

着順。

市民とNPOの交流サロン

【日時】8月8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】猫にやさしい環境やまちづくり

の実現に向けた取り組みを行うNPO

法人ねこだすけの活動を紹介（語り手

は同法人）

【費用】1,000円（資料代等）

【主催・申込み】7月17日から電話か

ファックス・電子メール（3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。

　区内の小・中学校と新宿養護学校の子どもた

ちが描いた消防隊員や消防車両等の写生画、火

災予防等のポスター、未来の消防をイメージし

た絵などを展示します。展示内容等詳しくは、各

消防署へお問い合わせください。

ははたたららくく消消防防のの写写生生会会作作品品展展

区民のひろば
費用・申込み・問合せ

8月の各種相談 ※複雑な相談内容には

　資料をお持ちください

く
ら

し
・

法
律

相談名 実施日時 相談場所 問合せ

区民相談
月～金曜日（祝日等除く）

8:30～17:00
本庁舎1階
区民相談コーナー

区政情報センター
（5273）4585

法律相談
交通事故相談

水・木曜日（祝日等除く）
13:00～15:30(電話予約)

第1分庁舎2階
区民相談室 区政情報課広聴係

（5273）4065
行政相談 2・1613:00～16:00 本庁舎1階ロビー

人権・身の上相談 2・1613:00～16:00 第1分庁舎2階
区民相談室

総務課総務係
（5273）3505公益通報相談 2214:00～16:00

悩みごと相談室

月曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

第1分庁舎2階区民相談室
電話相談は（5273）3646 男女共同参画課・

面接相談
（電話予約）
（3341）0801

月～土曜日
（祝日等除く）
10:00～16:00

男女共同参画推進センター（ウィズ新宿・
荒木町16）電話相談は（3353）2000
※男性相談員による電話相談（土曜日
13：00～16：00）は（3341）0905

女性相談
月～金曜日（祝日等除く）

8:30～17:00
生活福祉課相談支援係（第2分庁舎1階）

（5273）3884

消費生活相談
月～金曜日（祝日等除く）電話…
9:00～17:00、来所…9:00～16:30 新宿消費生活センター（第2分庁舎3階）

（5273）3830
多重債務特別相談 2713:00～16:00(電話予約)

仕事と家計に
関する相談

月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00

第2分庁舎1階
生活支援相談窓口
（5273）3853

若年者の就労に
関する相談

月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00

新宿区勤労者・仕事支援センター（新宿7-
3-29、新宿ここ・から広場内）（3200）3311

商工相談
月～金曜日（祝日等除く）
9:00～16:00(電話予約)

BIZ新宿4階
（西新宿6-8-2）

産業振興課産業振興係
（3344）0702

図書館でのビジネス

情報支援相談会

1713:00～17:00（申込書で予約）中央図書館（大久保3-1-1）（3364）1421

2816:00～20:00（申込書で予約）角筈図書館（西新宿4-33-7）（5371）0010

税務相談
6・20

13:30～16:00(電話予約)
第1分庁舎2階
区民相談室

税務課税務係
（5273）4135

外国人相談

英語（5272）5060・中国語（5272）5070・韓国語（5272）5080
【実施日時】月～金曜日（祝日等除く）9:30～12:00・13:00～17:00
【相談場所】本庁舎1階区民相談コーナー

英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー
語・ネパール語（日時は要問い合わせ）

しんじゅく多文化共生プラザ
（歌舞伎町2-44-1）（5291）5171

福
祉

福祉サービスに
関する法律相談

1914:00～16:00(電話予約)
第1分庁舎2階
区民相談室

地域福祉課福祉計画係
（5273）3623

成年後見
権利擁護相談

月・水・金曜日（祝日等除く）
13:00～16:00(電話予約)

新宿区成年後見センター（高田馬場1-17-
20、区社会福祉協議会内）（5273）4522

障害者相談窓口
★はピアカウンセリ
ングも実施

障害者福祉課（5273）4518・（3209）3441、保健予防課（5273）3862、保健
センター、★区立障害者福祉センター・（5292）7890、区立障害者生活支援
センター（5937）6824、シャロームみなみ風（5579）8412、まど（3200）
9376、★ラバンス（3364）1603、ファロ（3350）4437、風（3952）6014へ。

子
ど

も
・

教
育

相談名 実施日時 相談場所 問合せ

子どもと家庭の
総合相談

月～土曜日…8:30～19:00
日曜日・祝日（電話相談のみ）…8:30～17:00

子ども総合センター
（新宿7-3-29）（3232）0675

月～金曜日（祝日等除く）…8:30
～17:00
土曜日（来所相談のみ）…9：30～18：00

信濃町（3357）6855・榎町（3269）7345・
中落合（3952）7752・北新宿（3362）
4152の子ども家庭支援センターへ。

発達相談 子ども総合センター発達支援係(あいあい)（新宿7-3-29）（3232）0679へ。

子ども家庭相談 地域子育て支援センター二葉・原町みゆき、ゆったりーの、各児童館へ。

家庭相談 月～金曜日（祝日等除く）13:00～17:00 子ども家庭課育成支援係
（本庁舎2階）（5273）4558ひとり親相談 月～金曜日（祝日等除く）8:30～17:00

子育て電話相談
お近くの公立の保育園、子ども園へ（保育園…火～金曜日13:00～15:00、子ども
園…月～土曜日（土曜日は一部の園で実施）9:00～17:00、いずれも祝日等除く）。

教育相談
月～金曜日（祝日等除く）

電話…9:00～17:00
来所…9:00～18:00（電話予約）

教育センター（大久保3-1-2）
（3232）3071
電話相談は（3232）2711

いじめの相談
月～金曜日…17:00～22:00、土・日曜日、
祝日等…12:00～22:00（電話相談のみ）

新宿子どもほっとライン
電話相談（5331）0099

住
宅

・
建

築

住み替え相談
不動産取引相談

1・2・8・9・22・23
13:00～16:00（電話予約）

本庁舎7階
住宅課居住支援係
（5273）3567

マンション管理相談 9・2313:00～15:50（電話予約）
第1分庁舎2階
区民相談室

住宅課居住支援係
（5273）3567

住宅資金融資相談 213:00～15:15（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

7
13:30～16:00

柏木地域センター(北新宿2-3-7)
建築指導課
（5273）3732

建築紛争相談
月～金曜日（祝日等除く）

8:30～17:00
本庁舎8階

建築調整課
（5273）3544

年金・労務等
無 料 相 談

913:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都社会保険労務士会
新宿支部（6302）1353

税理士による
無料税務相談

①5四谷・19日榎町・26若松、②7・21戸塚・23落合
第一(要電話予約）の各地域センター。時間は13：00～16：00

主催①東京税理士会四谷支部（3357）
4858・②新宿支部（3369）3235

マンション問題
無料なんでも相談

7・2113:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都マンション管理士会新宿支部
050（8014）8392

不 動 産 登 記
無 料 相 談

1313:00～16:00
区役所第1分庁舎
2階区民相談室

主催・東京司法書士会新宿支部（5464）5887
東京土地家屋調査士会新宿支部（3364）6510

行 政 手 続・法 務 等
行政書士による無料相談

6・2012:00～16:00…区役所本庁舎1階ロビー。戸塚
地域センター、特別出張所（戸塚を除く）は別日時に実施。

主催・東京都行政書士会新
宿支部0120（917）485

弁護士会電話無料相談
0570（200）050

月～金曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

主催・弁護士会の法律相談センター
※都内からかけた電話のみ対応します。

中学校部活動指導員（非常勤職員）

卓球・サッカー・陸上競技

【対象】国籍を問わず、健康で意欲があ

る方、各種目若干名

【勤務期間】令和2年3月31日まで

【勤務場所】原則として区立中学校

【勤務内容】児童・生徒への部活動等指

導・引率、関連する事務ほか

【勤務日数】週4日勤務（1年間を通じて

週平均9時間（土・日曜日、祝日等を含

む））、卓球…月・火・金・土曜日または月・

火・木~土曜日、サッカー…火・水・金・

土曜日、陸上競技…月・火・木・土曜日

【報酬（月額）等】76,000円程度。交通費

は実費支給

【選考】1次…書類、2次…面接（8月

上旬～中旬）

【申込み】所定の申込書を8月2日まで

に教育支援課教育活動支援係（〒169-

0072大久保3―1―2、新宿コズミック

センター内）（3232）1058へ郵送（必

着）または直接、お持ちください。申込

書等は同係で配布するほか、新宿区ホ

ームページから取り出せます。

夏の旅行
「「ももっったたいいなないい」」食食品品ロロスス削削減減

シシンンポポジジウウムム・・ワワーーククシショョッッププ

建物のアスベスト対策に

区の助成等をご利用ください
あなたの建物にアスベスト調査員を派遣しませんか

いない

3割負担 2割負担

自己負担割合が3割の方で

下記①②いずれかにより自己負担割合が下がる可能性のある方は申請を

新しい高齢受給者証を世帯主宛てに

7月19日に発送します

日時 会場 問合せ

7月26日~28日午前10時～午後5時 落合第一地域センター（下落合4―6―7）
新宿消防署

（3371）
　0119

8月2日~4日午前10時～午後5時
東京都健康プラザハイジア
（歌舞伎町2―44―1）

8月17日~19日午前9時～午後5時 新宿パークタワー（西新宿3―7―1）
8月1日～12日午前9時～午後9
時45分（1日は正午から）※1 若松地域センター（若松町12―6）

※1東京韓国学校初等部の作品を展示
※2東京韓国学校中等部・余丁町小・富久小・
成女学園中の作品を展示

牛込消防署

（3267）
　0119

8月13日～25日午前9時～午後9
時45分（8月18日は休館。13日は
午前11時から）※2
8月1日～25日午前9時～午後9
時45分（8月11日は休館。1日は
正午から）

牛込笥地域センター（笥町15）
鶴巻小・市谷小・愛日小・江戸川小・津久戸
小の作品を展示

8月7日～13日
午前8時～午後9時45分

四谷特別出張所（内藤町87） 四谷消防署

（3357）
　0119

8月15日～25日
午前8時30分～午後5時15分

四谷消防署（四谷3―10）
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