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秋の四谷文化祭 

【日時】10月27日㈰午前10時～午後3時
【会場】四谷区民センター1階ロビー・
四谷地域センター（内藤町87）

【内容】フリーマーケット、喫茶「夢」（弁
当・コーヒー等）、各種展示、地域団体に
よるダンスなどのステージ発表ほか
※展示作品の一部は四谷地域センター
で「四谷文化週間」として11月3日㈷ま
で展示します。

【問合せ】四谷地域センター事務局
☎（3351）3314へ。
● 同時開催 四谷リサイクルフェア

【会場】四谷区民センター1階ロビー
（内藤町87）
【内容】リサイクルコーナー、古本市、バ
ザー（日用品）、ごみ資源分別ゲーム、ごみ
減量絵画作品展、模擬店、伊那市物産展
※同イベント売上金は東日本大震災へ
の義援金・区社会福祉協議会への寄付
に使用します。

【問合せ】ごみ減量リサイクル課ごみ減量
計画係（本庁舎7階）☎（5273）3318へ。

ハロウィン・キッズ・コンサート 

　ハロウィンの仮装を楽しみながら、
歌って踊れるコンサートです。会場内
には、区内の幼稚園・保育園・子ども園

のお子さんが描いた絵も展示します。
【日時】10月27日㈰午後1時30分～3時
(午後1時開場)

【主催】新宿区更生保護女性会
【会場・申込み】当日直接、牛込簞笥区民
ホール（簞笥町15）へ。

【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
2階）☎（5273）4261へ。

応援団体とNPOの交流事業 

　問題解決を手助けする応援団体の活
動紹介と交流会を実施します。

【日時】11月8日㈮午後6時～9時
【対象】区内のNPO法人、中間支援団体
ほか、50名

【講師】NPO法人Co.to.hanaほか
【費用】500円（資料代等）
【会場・申込み】10月17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（毎月第2火曜日を除く午前10時
～午後6時）・㋫（5386）1318・㋱hiroba
@s-nponet.netへ。先着順。

新宿NPO活動基礎講座 

● ボランティア団体・NPOの
　ウェブ担当者になろう

【日時】11月16日㈯午後1時～5時
【対象】団体のホームページ作成を予定
している方、ホームページ運用の担当
者、20名

【内容】サーバー選定、ドメイン、SSL、
ソフトインストール、記事投稿、セキュ
リティ、バックアップに役立つプラグ
イン、他サービスとの連携（講師は千野
雅則／NPO法人スキルボート代表）

【費用】2,000円（資料代等）
【会場・申込み】10月17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。先着順。

男性向け料理講座 

● 定番の洋食をマスター
【日時】11月20日㈬午前10時～午後1時
【対象】区内在住の男性、10名
【内容】講話と調理実習（講師は栗原弘美
／管理栄養士）

【会場・申込み】10月17日㈭から電話か
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・㋫（3260）6223へ。先
着順。

新宿シングルス卓球大会 

【日時】12月8日㈰午前9時～午後7時
【会場】新宿スポーツセンター（大久保
3―5―1）

【対象】区内在住・在勤の15歳以上（中
学生は不可）、240名

【内容】男女別に4名の予選リーグ後、
各順位トーナメント

【費用】1,200円（スポーツ保険等）
【申込み】往復はがきに2面記入例のほ
か、性別・年齢を記入し、10月23日（必
着）までに新日本スポーツ連盟新宿卓
球協議会・竹折冨美子（〒160-0011
若葉2―6―2）☎（3358）6130へ。応 募
者多数の場合は抽選。

ジュニアスキー教室 

【日時】令和2年3月6日㈮午後7時30分
～8日㈰午後7時30分、新宿コズミック
センター（大久保3－1－2）集合・解散

（往復バス利用）
【会場・宿泊先】白樺高原国際スキー場、
女神湖高原学園（いずれも長野県立科
町）

【対象】区内在住・在学の小学3年生～高
校2年生と保護者、20名（11月4日㉁午後
5時からの参加者説明会への出席必須）

【費用】受講生13,000円。保護者は21,000
円（2泊5食・往復バス代・講習代・保険
料・受講生リフト代等）

【申込み】電話かファックス・電子メール
（2面記入例のほか年齢・性別・保護者氏
名を記入）で10月17日～22日（必着）に区
スキー連盟・小林☎080（5094）6923・
㋫（5310）2881・㋱fukafukanoyuki@
yahoo.co.jpへ。先着順。

就学支援シートのご活用を

● 令和2年4月に区立小学校へ
　入学するお子さんの保護者の方へ
　教育的支援や個別の配慮が必要なお
子さんが、学校生活を不安なく円滑に
スタートできるよう、園での生活や様
子を保護者、担任の先生等で記入し、入
学する小学校へ提出してください。

【配布場所】▶区内の幼稚園・保育園・子

ども園、▶子ども総合センター（新宿7
―3―29）、▶保育指導課支援係（本庁
舎2階）、▶学校運営課学校運営支援係

（第1分庁舎4階）、▶教育支援課特別支
援教育係（大久保3―1―2、新宿コズミ
ックセンター4階）
※就学支援シートは新宿区ホームペー
ジから取り出せます。

【問合せ】教育支援課特別支援教育係
☎（3232）3074へ。

家庭教育講座 

【日時】10月25日㈮午後6時～7時30分

【内容】講演「『しかる』にかくれたホン
トの気持ち」（講師は菅野靜二／元早稲
田大学大学院教職研究科教授）

【主催】四谷子ども園保護者会
【会場・申込み】当日直接、四谷子ども園
（四谷2―6）☎（5369）3775へ。

家庭教育支援セミナー 

● 家庭における性教育について
【日時】▶11月29日㈮午後7時～9時、
▶12月7日㈯午前10時～12時、2日と
も同じ内容

【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
ほか、各80名

【講師】染矢明日香（NPO法人ピルコン
理事長）

【申込み】10月28日㈪から電話で各日
1週間前までに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・多言
語通訳あり（託児・手話通訳は各日2週
間前までに、多言語通訳は各日3週間
前までに申し込み）。

　「元気なからだを作る！
たんぱく質がとれるメニ
ュー」をテーマに、オリジナル
メニューを公募しました。
731作品の応募から、1次審
査を通過した10組が2次審
査（左写真）に臨み、各部門
の最優秀賞・優秀賞を決定
しました。

　受賞作品はレシピカードにして、後日配布し
ます。詳しくは、広報新宿後号でご案内します。

【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。

● ファミリー部門
【最優秀賞】中原友（天神小4年）
【優秀賞】照屋颯（天神小2年）

● 中学生部門
【最優秀賞】置田琉菜（新宿中1
年）

【優秀賞】▶清水志獅丸（牛込第三
中1年）▶植田愛可（牛込第三中2
年）、▶島侑世（西早稲田中2年）、
▶杉田快人（西早稲田中2年）、
▶早川千都（西早稲田中2年）、
▶岩田依真（落合第二中1年）、
▶三浦菜々恵（新宿西戸山中1年）

同時開催 第５回日本ⅠDハーフマラソン選手大会

【問合せ】同大会実行委員会事
務局（新宿未来創造財団内）
☎（3232）7701へ。同大会ホー
ムページ（㋭https://www.
shinjukucity-halfmarathon.
jp/）でもご案内しています。

令和2年1月26日㈰開催

● 個人協賛金（1口2,000円から）
　ご協賛いただいた方には、ハーフ･10km参加ラ
ンナーに配布する大会参加賞を差し上げます。ま
た、希望者は大会プログラムに名前を掲載します

（税法上の寄付金控除の対象にはなりません）。
● 企業･団体協賛金
　プログラムへの広告掲載など、ランナーに宣
伝・周知できます。協賛金54,000円に付き1名を
ランナーとして大会に招待します。
● エントリー協賛
　30,000円の協賛金で、ハーフマラソンにエント
リーできます（10月31日㈭まで。先着70名）。

平和マップウォーキング11月10日㈰開催

　「新宿区平和マップ」（右下図）のCコース（夏目坂・箱根山）を解説付きで巡りま
す。区内に残された戦争史跡等を実際に見て、あらためて平和の大切さを考えてみ
ませんか。当日直接、集合場所へおいでください。平和マップは総務課総務係、特別
出張所等で配布しています。

【時間・集合場所】午後1時30分に都営大江戸線牛込柳町駅東口の地下
からの出口前に集合、戸山シニア活動館（戸山2―27―2）で懇談後、午
後4時解散予定（雨天中止）

【対象】小学生以上（小学生は
保護者同伴）

【持ち物】飲み物、帽子。歩き
やすい服装・靴でおいでくだ
さい。

【共催】新宿区平和派遣の会
【問合せ】総務課総務係（本庁
舎3階）☎（5273）3505へ。

李
イ ヂョンミ

政美コンサート
「おととことばとこころで」

【出演】李政美（歌・ギター）、竹田裕美子
（ピアノ）、佐久間順平（ギターほか）、李
東信（韓国伝統楽器）

【費用（全自由席）】2,800
円（区外在住の方は3,000
円、友の会会員は2,500
円）。チケットに記載の整
理番号順に入場します。

【後援】高麗博物館、㈱
韓国広場

【申込み】電話または直接、新宿文化セ
ンター☎（3350）1141へ。新宿コズミッ
クセンター（大久保3―1―2）、新宿歴史
博物館（四谷三栄町12―16）の窓口でも
販売しています。新宿未来創造財団ホー
ムページ（㋭https://www.regasu-
shinjuku.or.jp/bunka-center/）からも
申し込めます。小学生から入場できま
す。車椅子席を希望する方は、電話でお
申し込みください。

ささえーる 薬王寺の催し

①ウオーキング
【日時・定員】11月5日㈫午前10時～12時（20名）
【内容】ささえーる 薬王寺～大龍寺のウオーキン
グ（往復）、講話、椅子座禅体験
②パソコン～年賀状作成

【日時・定員】11月8日㈮午後1時30分～3時（5名）
③愛する家族のための男子ごはん

【日時・定員】11月6日㈬午前10時～午後1時（6名）
④お手軽薬膳クッキング

【日時・定員】11月7日㈭午後1時30分～4時（6名）
⑤夕食を作って食べよう

【日時・定員】11月11日㈪午後3時30分～5時30分
（6名）

………<①～⑤共通>………
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】10月25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。
※③～⑤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。

◎北新宿地域交流館
⃝映画の会「おくりびと」

【日時】10月23日㈬・24日㈭午前11
時15分～午後1時30分・午後2時～
4時15分

【会場・申込み】当日直接、同館（北新
宿2―3―7）☎（3369）5856へ。
◎北新宿第二地域交流館
⃝就活講座「わたしらしい
　エンディングノート作り」

【日時・定員】11月6日㈬午後2時～3
時30分（20名）

【講師】櫻井清一（ファイナルステー
ジ総合プロデューサー）

【会場・申込み】10月17日㈭から電話
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・㋫（3369）
0081へ。先着順。
◎西新宿シニア活動館
①懐かしのポップスコンサート

【日時・定員】10月27日㈰午後1時30

分～2時30分（60名。50歳未満も可）
【出演】加橋章と西新宿パラダイス
キング
②講座「口腔ケアで健康を維持」

【日時・定員】10月30日㈬午後1時
30分～3時30分（30名）
③ワイヤークラフト教室
　～ミニクリスマスツリー

【日時・定員】11月6日㈬・13日㈬午
後1時30分～3時（各日8名）

【講師】中川登美子（雑貨アーティス
ト）

【費用】500円（材料費）
④講座「ジェネリック医薬品を知る」

【日時・定員】11月7日㈭午後2時～4
時（24名）

【講師】平重徳（日本ジェネリック製
薬協会）
⑤篆刻印（てんこくいん）作り

【日時・定員】11月14日㈭午後1時
30分～4時（15名）

【講師】吉永隆山（篆刻作家）

【費用】3,500円（材料費）
………＜①～⑤共通＞………

【会場・申込み】①は当日直接、②～
⑤は10月17日㈭から電話または直
接、同館（西新宿4―8―35）☎（3377）
9380へ。先着順。
◎信濃町シニア活動館
①終活講座

【日時・定員】10月30日㈬午後1時
30分～3時30分（20名）

③朗読劇「ねこら!」
【日時・定員】11月15日㈮午後2時～
3時10分（40名）

………＜①~③共通＞………
【会場・申込み】①は10月17日㈭か
ら電話または直接、②③は当日直
接、同館（信濃町20）☎（5369）6737
へ。先着順。

地域交流館・シニア活動館の催し
区内在住で、シニア活動館は50歳以上、
地域交流館は60歳以上が対象

◆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）、▶マ
イナンバーカード（個人番号カード）・住民

基本台帳カードによる転入届出（事前に
前住所地でカードによる転出届出をす
る必要があります）、▶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

（関係が確認できる戸籍等が必要）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。
27日㈰は区役所本庁舎地下1階会議室

でプレミアム付商品券販売も行います

【問合せ】新宿区プレミアム付商品券専
用コールセンター☎0120（204）669（土・
日曜日、祝日等を除く午前9時～午後7時）

【開設時間】午前9時～午後5時
【開設場所】区役所本庁舎1階
※来庁の際は、本庁舎1階の出入口をご
利用ください。
⃝取り扱い事務と注意事項
　下記事務以外は取り扱っていませ
ん。必要書類・本人確認書類等を事前に
必ず担当係へお問い合わせの上、おい
でください。

10月は

２7日 第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

本のふくぶくろの貸し出し

　児童向けの本を中が見えないよう包
んで、メッセージを添えた本のふくぶ
くろを貸し出します。

【期間】10月18日㈮～11月20日㈬
【会場・問合せ】こども図書館（大久保3
―1―1、中央図書館内）☎（3364）1421へ。

子ども司書認定講座「図書館

の展示に挑戦しよう」

【日時】11月3日㈷午前10時30分～11時
45分

【対象】小・中学生10名（保護者の同伴可）
【内容】本の紹介ポップの作成ほか
【会場・申込み】10月17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。

角筈寄席「桂扇生独演会」

【日時】11月3日㈷午後2時～3時30分
【会場】角筈地域センター（西新宿4―33
―7）

【申込み】10月17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70名。

こども映画会

【日時】11月3日㈷午後2時30分～3時30分
【対象】小学生まで、100名（保護者の同
伴可）

【上映作品】「ともだちや」「鉢かづき姫 
日本昔ばなし」

【会場・申込み】当日直接、大久保地域セ
ンター（大久保2―12―7）へ。先着順。

【問合せ】大久保図書館☎（3209）3812へ。

講座「みんなでプログラミング」

【日時】11月4日㉁午後2時～3時30分
【会場】大久保地域センター（大久保2―
12―7）

【対象】4歳～小学生のお子さんと保護

者、20組
【講師】内田維人（キッズ・ジャンプ・プ
ログラミング講師）

【申込み】10月17日㈭から電話または直
接、大 久 保 図 書 館（ 大 久 保2―12―7）
☎（3209）3812へ。先着順。

16ミリ発声映写機の検定・登録

【日時】11月7日㈭・8日㈮午前10時～午
後3時30分

【持ち物】16ミリ発声映写機一式、平成
30年度の検定証明書・操作講習会修了
証（お持ちの方）

【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（大久保3―1―1）☎（3364）1421へ。

行政書士無料法律相談会

　東京都行政書士会の行政書士が相
続・就労問題等の法律相談に応じます。

【日時】11月8日㈮午後6時から・午後6
時45分から・午後7時30分から

【会場・申込み】10月17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。各回先着1名。

サイエンスおもしろランド

【日時】11月16日㈯午後2時～4時

【会場】津久戸小学校（津久戸町2―2）
【対象】小学2～6年生、30名
【内容】空気の流れを知るための実験ほ
か

【申込み】10月18日㈮から電話で中町図
書館☎（3267）3121へ。先着順。

絵本作家まつざわありささん

の「ボールペン画教室」

【日時】11月17日㈰午後2時～4時
【対象】中学生以上、10名
【会場・申込み】10月17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。

初心者向け操作講習  

「楽しく学ぶiPad」

【日時】12月13日㈮・14日㈯・15日㈰午
後3時～4時30分（午後2時40分開場）、3
日とも同じ内容。機器は貸し出します。

【対象】15歳以上、各回15名
【会場・申込み】10月23日㈬～11月20日
㈬に電話または直接、中央図書館（大久
保3―1―1）☎（3364）1421へ。応 募 者
多数の場合は抽選。結果は11月30日㈯
までに応募者全員にはがきで連絡しま
す。

10月27日㈰～11月9日㈯は読書週間図書館の催し

協賛金を

募集しています
大会へのご支援をお願いします

【日時】11月30日㈯午後５時から
　　　（午後4時30分開場）

【会場】新宿文化センター
　　　（新宿6―14―1）

新宿区メニューコンクール 受賞者が決定しました

▲「戦災者を供養するための観音像」の見学
信濃町シニア活動館の催し
②「筑前琵琶（ちくぜんびわ）」
は中止になりました
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