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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 ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。 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。

プラネタリウム 星時間・

秋の星座と「天の川をさぐる」

【日時】9月14日㈯・22日㈰、10月
12日㈯・20日㈰、11月9日㈯・17
日㈰、いずれも午前10時30分・
午後1時30分・午後2時50分から（受け
付けは、投影開始の30分前から。投影時
間約50分。投影開始後の入退場不可）

【費用】300円（中学生までは無料）
【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ
クセンター8階（大久保3―1―2）へ。

【問合せ】新宿未来創造財団スポーツ・
マラソン課☎（3232）7701へ。

お昼のサロンコンサート 

【日時】9月20日㈮午後0時10分～0時40分
【曲目】「お母さん、教えてください」「コ
スモス」（出演はカテリーナ）

【会場・申込み】当日直接、四谷区民セン
ター1階ロビー（内藤町87）へ。

初心者ゲートボール教室 

【日時・会場】▶9月11日～
27日の水・金曜日、午前9
時30分 ～12時 … 都 立 戸
山公園いきいき広場（箱
根山地区、戸山3―2）、▶9月15日㈰・
22日㈰午前10時～12時…よつや運動
広場（四谷1―1）、清水川橋公園（下落
合1―1）（雨天・荒天時は中止）

【対象】区内在住の10～70歳、各日10
名

【費用】1回200円
【主催・申込み】9月7日㈯から電話で各
日3日前までに区ゲートボール協会
☎（3362）1357（田林）へ。先着順。動き
やすい服装・運動靴でおいでください。
用具は貸し出します。

司法書士の無料相談会

　相続等の不動産登記、会社の登記の
ほか、成年後見・訴訟・空き家問題等の
相談をお受けします。

【日時】9月12日㈭午前10時～午後4時
【会場】区役所本庁舎1階ロビー

【問合せ】四谷地域センター☎（3351）
3314へ。

戸塚地域センターまつり 

【日時】9月22日㈰午前10時～午後4時
【内容】小学生の吹奏楽・合唱・ダンス等
のステージ、ボッチャの体験、神田川で
の鯉のぼりの川流しほか。焼きそば・綿
菓子等の模擬店、野菜の販売あり

【会場・問合せ】戸塚地域センター（高田
馬場2―18―1）☎（3209）8001へ。

若松いきいきフェスタ 

【日時】9月29日㈰午前10時～午後3時
30分

【内容】登録団体ステージ発表・展示発
表、群馬県沼田市物産等の販売、飲食
コーナー、フリーマーケットほか

【会場・問合せ】若松地域センター（若松
町12―6）☎（3209）6030へ。

ランチタイムコンサート 

● チベット音楽を楽しもう
【日時】9月30日㈪午後0時15分～1時15分

多言語のおはなし会

【日時】9月14日㈯午後3時～4時
【内容】日本語・中国語・ドイツ語・イタ
リア語・英語での読み聞かせほか

【協力】カイ日本語スクール
【会場・申込み】当日直接、大久保図書館
（大久保2―12―7）☎（3209）3812へ。
入退場自由。

人形劇

【日時】9月16日㈷午後2時～3時（午後
1時30分開場）

【会場】落合第一地域センター（下落合
4―6―7）

【対象】小学生までのお子さんと保護
者、80名

【費用】各日3,000円。中学生までは
1,000円

【後援】新宿区
【申込み】9月30日㈪までに電話かファ
ックス・電子メール（2面記入例のとお
り記入）で同大会実行委員会☎（6273）
8889・㋫（6273）8857・㋱info@shaolin-
temple.jpへ。定員1,000名。

四谷ひろばパソコン教室

【日時・内容】▶Aシニア
のためのスマホ入門…
10月6日 ㈰ 午 前10時 ～
午後3時、▶Bインターネ
ットと電子メール…10月2日～23日
の水曜日午前10時～12時、全4回

【費用】Aは3,000円、Bは5,500円（教材
費等）

【会場・申込み】往復はがきに2面記入
例のほか、開催月（10月）と講座名（AB
の別）を記入し、9月25日㈬（消印有効）
までに「四谷ひろばパソコン教室」係

（ 〒160―0004四 谷4―20）へ。各 先 着
15名。申し込みが3名に満たない場合
は中止します。

【問合せ】四谷ひろば運営協議会・鈴木
☎080（5451）0006へ。

親子陶芸教室 

【日時】10月～令和2年2月の第1・第3
日曜日（令和2年1月は第2・第4日曜日）

（正午開場。入退場自由。4歳から入場可）
【曲目】チベタンオペラ、チベタン・クラ
シック、チベット民謡ほか

【会場・申込み】当日直接、新宿文化セン
ター（新宿6―14―1）☎（3350）1141へ。

オペラ鑑賞の集い 

● 映像によるオペラ鑑賞
【日時・内容】▶10月3日㈭／プッチー
ニ作曲・歌劇「トスカ」全曲（2時間8
分）、▶12月5日㈭／ヴェルディ作曲・
歌劇「ナブッコ」全4幕（2時間8分）、い
ずれも午後2時から（午後1時45分開場）

【会場・申込み】当日直接、若松地域セン
ター（若松町12―6）☎（3209）6030へ。

新宿NPO活動基礎講座

● ソーシャルビジネス実践講座
【日時】10月3日㈭午後6時45分～8時
45分

【内容】NPO法人等が持続的に社会貢
献活動をするために有効なソーシャル
ビジネスと手法（講師は松下圭／新宿
ソーシャルビジネス支援ネットワーク）

　公益通報は、労働者が勤務先やその役員等の法令違反行為に
ついて、一定の要件を満たす場合に、勤務先・行政機関・第三者の
いずれかに通報する制度です。
　区では、区の事業や区職員とのやりとりの中で「法令違反では
ないか」と思われる場合の通報・相談を、弁護士である公益保護
委員が受け付けています。月1回、区役所に相談窓口を設けてい
るほか、公益保護委員が電話で相談をお受けしています。秘密は厳守します。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505へ。
● 公益保護委員（弁護士）
▶横山敏秀（〒104―0028中央区八重洲2―7―2、八重洲三井ビルディング6階
603C号室、永松・横山法律事務所）☎（3516）1141
▶大野徹也（〒105―0001港区虎ノ門5―12―13、ザイマックス神谷町ビル7階、プ
ロアクト法律事務所）☎（5733）0133
▶松田育子（〒100―0006千代田区有楽町1―6―6、小谷ビル4階、日比谷ともに法
律事務所）☎（3580）5456
● 区役所の相談窓口

【日時】毎月第4木曜日午後2時～4時（祝日等を除く）
【会場・申込み】当日直接、区役所第1分庁舎2階区民相談室へ。公益保護委員が交代
で相談に応じます。

東京舞祭「秋」 

　小・中学生、高校生が主役となり、地域
の大人と「よさこい」や「ソーラン」など
さまざまなジャンルの踊りを披露しま
す。当日直接、会場へおいでください。

【日時】9月14日㈯・15日㈰午前9時～
午後6時

【会場】都民広場（西新宿2―8―1）、新
宿中央公園（西新宿2―11）

【主催】日本舞祭振興協議会
【共催】東京都・新宿区
【問合せ】子ども家庭課企画
係（本庁舎2階）☎（5273）4261へ。

子どもショートステイ

協力家庭普及啓発講座 

　子どもショートステイは、保護者が
一時的に子どもを養育できないとき
に、区内の施設や地域のご家庭（協力家
庭）で1週間を限度にお子さんをお預
かりする事業です。

【日時】10月17日㈭午後2時30分～4時
30分

【会場】牛込簞笥地域センター（簞笥町15）
【対象】子育て支援活動をしている方・
関心がある方、60名

【内容】▶子どもショートステイ協力家
庭制度の説明、▶講演「女子高校生サ
ポートセンターColaboの活動から見
えてくること」（講師は仁藤夢乃／女子
高校生サポートセンターColabo代表
理事）、▶参加者同士の交流会

【申込み】9月9日㈪～10月10日㈭に電話
かファックス（2面記入例のとおり記入）で
子ども家庭支援課総合相談係☎（3232）
0674・㋫（3232）0666へ。先着順。

親子の絆づくりプログラム

「赤ちゃんがきた！」 

　お母さんと赤ちゃんが一緒に参加
し、講義や参加者同士の交流を通じて
育児の知識や親の役割等を学びます。

【日時】10月2日～23日の水曜日午後1
時30分～3時30分、全4回

【対象】初めての育児で生後2～5か月
のお子さんを育てているお母さんとお
子さん、10組

【費用】1,100円（テキスト代）
【会場・申込み】9月9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）または直接、ゆったりーの

（北山伏町2―17、北山伏児童館1階）
☎（5228）4377（ 木・日 曜 日 を 除 く ）・
㋫（6909）6265・㋱office@yuttarino.org
へ。先着順。

まなびの教室説明会

　区では、小・中学校に「まなびの教室」
を開設しています。普段は通常の学級
で学習し、「興味や関心に偏りがある」

「注意・集中の力に課題がある」等の様
子がみられるお子さんの状態に応じ
て、特別な指導を行う教室です。
　説明会では、実際に指導する教員か
らも指導内容等を説明します。

【日時】9月20日㈮、▶小学校の部…午
前10時～11時30分、▶中学校の部…
午後2時～3時30分

【対象】令和2年度に小・中学校に入学
予定または現在小・中学校に通ってい
るお子さんの保護者ほか

【会場・申込み】当日直接、区立教育セン
ター（大久保3―1―2）へ。

【問合せ】教育支援課特別支援教育係
☎（3232）3074へ。

ひとり親家庭向け講演会 

● 子どもの未来に向けて
教育費を考える

【日時】10月5日㈯午前10時～12時
【会場】区役所本庁舎地下1階11会議室
【対象】区内在住のひとり親家庭の方、
30名

【内容】教育費を中心としたライフプラ
ンに関する講話、講師を交えた交流、個
別相談（講師は中島智美／ファイナン
シャル・プランナー、保育士）

【申込み】9月9日㈪～10月4日㈮に電話
で子ども家庭課育成支援係（本庁舎2
階）☎（5273）4558へ。先着順。託児あり

（1歳～小学2年生、先着10名程度）。当
日は、夜間通用口からお入りください。

家庭教育支援セミナー 

【日時】▶10月19日㈯午前10時～12時、
▶11月22日㈮午後7時～9時
※いずれも同じ内容です。

【会場】区立教育センター（大久保3―1
―2）

【対象】小・中学生のお子さんの保護者、
80名

【内容】講演「子どもの思春期を安心し
て迎えるために～10代の子どもの
コーチング」（講師は平松容見子／
NPO法人ハートフル・コミュニケーシ
ョン副理事長）

【申込み】9月9日㈪から各開催日の1
週間前までに電話で、教育支援課地
域 連 携・家 庭 教 育 推 進 係 ☎（3232）
1078へ。先着順。
※託児（先着10名）・手話通訳を希望
する方は各開催日の2週間前までに、
多言語通訳を希望する方は3週間前
までにお申し込みください。

【上演作品】「がんばれローラーくん」ほ
か（出演は人形劇団プーク）

【申込み】9月7日㈯から電話または直接、
下落合図書館（下落合1―9―8）☎（3368）
6100へ。先着順。

似顔絵師が教える美文字講座

【日時】9月22日㈰午後2時～4時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）

【申込み】9月7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。

にしおち朗読会

● 漱石と芙美子
【日時】9月29日㈰午後2時～3時
【対象】中学生以上、20名

図書館の休館

　特別図書整理のため、次
のとおり休館します。

【休館期間】▶角筈図書館…9月18日
㈬～20日㈮（通常の休館日に当たる
9月12日㈭は開館）、▶中町図書館…
9月26日㈭～28日㈯（通常の休館日
に当たる9月19日㈭は開館）

【問合せ】中央図書館（大久保3―1―
1）☎（3364）1421へ。

【申込み】9月11日㈬までに電話で東京
司法書士会新宿支部☎（3369）0838

（月～金曜日午前9時～午後1時）へ。

オーケストラ演奏会「どうぶつた

ちのおんがくかい」に無料招待

【日時】9月21日㈯午前11時～午後0時
30分・午後2時30分～4時

【会場】新宿文化センター（新宿6―14
―1）

【対象】区内在住の親子、各回3組6名
【曲目】「動物の謝肉祭」「だれにだって
おたんじょうび」「タイプライター」「さ
んぽ」

【後援】新宿区、区教育委員会ほか
【主催・申込み】9月12日（必着）までに、
はがきか電子メール（2面記入例のほ
か時間（午前・午後の別）、お子さんの氏
名を記入）でオーケストラM

マ ミ ュ ー ズ

umuse
（〒162-0066市 谷 台 町10―2－601、
九十九方）☎050（5242）3394・㋱present
@mumuse.netへ。応募者多数の場合
は抽選。

世界健康禅武医気易総合大会

【日時】10月5日㈯・6日㈰午前9時~午
後5時

【会場】国立オリンピック記念青少年総
合センター（渋谷区代々木神園町3―1）

【内容】気功、少林寺武術、禅、瞑想、東洋
医学等のワークショップほか

８月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

住民基本台帳人口� ３4８，5８7人（446人増）
世帯数� 221，979世帯（３46世帯増）

日本人 外国人

人口計 ３05，522人
（1８6人増）

4３，065人
（260人増）

男 152，747人
（101人増）

21，9８6人
（169人増）

女 152，775人
（８5人増）

21，079人
（91人増）

● 対象の方に9月6日㈮に発送します
　新しい医療証は、淡いオレンジ色で
す。9月末までに届かない場合はご連
絡ください。

【子ども医療費助成の対象】義務教育
修了前（15歳に達した日以後の最初
の3月31日）まで。未就学児は乳幼児
医療証、小・中学生は子ども医療証で
す。

【有効期間】10月1日㈫～令和2年9月
30日㈬（または15歳（乳幼児医療証は
6歳）に達した日以後の最初の3月31日
まで）

【日時】11月5日㈫午後2時～3時45分
（午後1時30分開場）。終演時間は演目
により前後する場合があります。

【会場】新宿文化センター（新宿6―14―1）
【演目・出演】
▶「都風流」…東音宮田哲男（唄）、東音
宮田由多加（三味線）ほか
▶「島の千歳」…東音宮田哲男（唄）、東音
宮田由多加（三味線）、西川箕乃助（立
方）、田中傳左衛門（小鼓）ほか
▶「東海道中膝栗毛」…鶴賀若狭掾（新内
節浄瑠璃）、西川古柳座（八王子車人形）

【対象】区内在住・在勤・在学の小学生以
上、500名

【主催】新宿未来創造財団
【申込み】9月7日㈯から往復はがき
（1人1枚）に2面記入例のほか希望人
数（4名まで）を記入し新宿文化セン
ター（〒160―0022新宿6―14―1）☎（3350）
1141へ。同センターホームページ
(㋭https://www.regasu-shinjuku.
or.jp/bunka-center/）からも申し込
めます。全自由席。

午前10時～12時、全10回
【会場】四谷ひろば内CCAAアートプ
ラザ（四谷4―20）

【対象】陶芸の初心者で5歳以上のお子
さんと保護者、15組30名

【内容】マグカップ・クリスマスツリー・
正月飾りなどを制作

【費用】各回1人1,000円（材料費等）
【申込み】往復はがきかファックス・電
子メール（2面記入例のほかお子さん
の氏名（ふりがな）・年齢、お持ちの方は
ファックス番号を記入）で9月25日㈬

（消印有効）までに市民の芸術活動推進
委員会親子陶芸教室担当（〒160―0004
四谷4―20、四谷ひろば内）☎（3359）
3413（大澤）・㋫（3354）2708・㋱ccaa
4420@gmail.comへ。応募者多数の
場合は抽選。

市民とNPOの交流サロン

【日時】10月10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】国内・海外で地域のために動く
合宿型のボランティア「国際ワークキ
ャンプ」を展開するNPO法人NICE

（日本国際ワークキャンプセンター）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】9月7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・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着20名。

大井競馬場「相
そ う ま の ま お い

馬野馬追」

● 馬事文化の継承と東北の復興を支援
　甲冑（かっちゅう）に身を包んだ若武
者 が 疾 走 す
る、福 島 県 相
馬地方の伝統
行 事 で す。当
日は福島物産
展などもあります。

【日時】10月14日㈷午後4時45分ころ
から

【会場・申込み】当日直接、大井競馬場
（品川区勝島2―1―2）へ。
※20歳未満は保護者同伴。勝馬投票券
は購入できません。

【 問 合 せ 】特 別 区 競 馬 組 合 事 務 局
☎（3763）2151へ。

公益通報相談のご利用を

乳幼児医療証・子ども医療証を
お送りします

【助成内容】健康
保険適用後の医
療費自己負担分
と食事療養標準
負担額
※保険診療費を自己負担した方は還付
請求できます。詳しくは、お問い合わせ
ください。

【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手当
係（本庁舎2階）☎（5273）4546へ。詳しく
は、新宿区ホームページでもご案内し
ています。

【朗読作品】夏目漱石作「坊っちゃん」、
林芙美子作「落合町山川記」ほか

【会場・申込み】9月7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。先着順。

ネット時代の図書館探訪

【日時】9月29日㈰午後2時～4時
【対象】16歳以上、10名
【内容】閉架書庫・参考図書コーナーの
案内、資料の特徴や探し方の紹介

【会場・申込み】9月13日㈮から電話または
直接、四谷図書館（内藤町87）☎（3341）
0095へ。先着順。

ビジネス講座

【日時】9月25日㈬午後7時～9時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―

図書館の催し

　人間国宝・名誉区民 東音宮田哲男（長唄唄方）・
鶴賀若狭掾（新内節浄瑠璃）による古典芸能

新宿文化センター開館40周年記念

～晩秋に味わう古典芸能の会　500名を無料招待

新宿区名誉区民競演会

東音宮田哲男 鶴賀若狭掾

【費用】1,000円（資料代等）
【会場・申込み】9月7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・
㋫（5386）1318・㋱hiroba@s-nponet.net
へ。先着20名。

名誉区民 箏曲家・山勢松韻出演の

演奏会「日本の響」に無料招待

【日時】10月5日㈯午後5時から（午後4
時30分開場）

【会場】観世能楽堂（中央区銀座6―10―
1、GINZA SIX）

【対象】区内在住の方、20名
【演目】「長恨歌曲」「翁」「卒都婆小町」ほか
【申込み】9月13日（必着）までに電話か
はがき・ファックス（2面記入例のほか
希望人数（2名まで）を記入）で、総務課
総務係（〒160―8484歌舞伎町1―4―1、
本庁舎3階）☎（5273）3505・㋫（3209）
9947へ。応募者多数の場合は抽選し、
当選者にのみ招待券を9月20日㈮まで
に発送します。

33―7）
【内容】「働き方改革時代のあなたの最
適解～人生100年時代の働き方・学び
方・遊び方」（講師は起活会）

【申込み】9月7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30名。

令和2年4月から①～⑦の施設を運営
する指定管理者を選定します。傍聴を
希望する方は当日直接、会場においで
ください（①⑤～⑦は託児あり）。

【施設名・日時】▶①早稲田南町地域交
流館・児童館…9月23日㈷午前10時15
分～10時40分、▶②山吹町地域交流館
…9月23日㈷午後2時15分～2時40分
まで、▶③高田馬場シニア活動館…9
月28日㈯午前10時15分～10時40分、
▶④高田馬場地域交流館…9月28日㈯
午後2時15分～2時40分、▶⑤高田馬場
第一児童館…9月23日㈷午後2時15分
～2時40分、▶⑥上落合児童館…9月29
日㈰午前9時15分～10時5分、▶⑦中井
児童館…9月29日㈰午後1時45分～2時
35分、いずれも開始15分前開場

【会場】▶①②は榎町地域センター（早
稲田町85）、▶③～⑤は戸塚地域セン
ター（高田馬場2―18―1）、▶⑥は落合第
二小学校（上落合2―10―23）、▶⑦は落
合第二地域センター（中落合4―17―13）

【問合せ】▶①⑤～⑦は子ども家庭支援
課児童館運営係☎（5273）4544、▶②
～④は地域包括ケア推進課高齢いき
が い 係（ 本 庁 舎2階 ）☎（5273）4567
へ。

シニア活動館・地域交流館・児童館

指定管理者選定公開
� プレゼンテーション

子ども医療費助成
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