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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。

☎03（3209）9999午前8時～午後10時㋫03（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

納めた国民年金保険料は、全額が社
会保険料控除の対象です。家族の国民
年金保険料を納付したときは、納付し
た方の社会保険料控除として申告で
きます。
控除を受けるには、納付したことを

証明する書類の添付が必要です。平成
31年1月1日～令和元年9月30日の納
付を証明する「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」を11月上旬に日
本年金機構から発送します。忘れずに
申告してください。
【問合せ】ねんきん加入者ダイヤル
☎0570（003）004（ナビダイヤル）へ。
050で始まる電話からは☎03（6630）
2525（祝日等を除く月～金曜日は午前8
時30分～午後7時、第2土曜日は午前9時
30分～午後4時。年末年始等を除く）へ。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
11月上旬に発送します秋の火災予防運動週間

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・㋫（5272）5500へ。

★催し・講座★
□健康展　11月13日㈬、JCHO東京新
宿メディカルセンター（津久戸町）で。
午前11時～午後0時30分は無料測定
（血管年齢・血糖値・口臭ほか）、午後1
時～1時30分はおしっこに関する講
演。㋓無料。㋲当日直接、会場へ。先着
各回40名。㋣月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分に同センター総務企画
課・山田☎（3269）8111
□2019新宿御苑フォトコンテスト作
品募集　新宿御苑内で撮影したプリ
ント作品を募集。応募は令和2年1月17
日㈮まで。㋣新宿御苑開園日午前9時
～午後5時に国民公園協会新宿御苑・
祖母井☎（3341）1461

★サークル紹介・会員募集★
□実務書道　月2回木曜日午後1時～3
時、戸塚地域センターで。年賀状・お礼

状・暑中見舞等の基礎知識を学ぶ。1日
体験可。㋓入会金3,000円・月2,000
円。㋣書友栁翠会（りゅうすいかい）・
河野☎080（5547）0354
□水彩・色鉛筆画　毎月第1・第3火曜
日午後1時～3時、落合第二地域セン
ターで。身近な静物・人物・風景を描
く。㋓入会金3,000円・月4,000円。㋣エ
ビス絵画・宇都宮☎090（5534）8538
□外国語の歌　毎週金曜日午後6時30
分～8時30分、しんじゅく多文化共生
プラザで。歌で外国語（日本語・中国
語・英語）を学び、外国人とのコミュニ
ケーションを実践。㋓1回500円。㋣午
前10時～午後5時に日本国際複合芸術
協会・石（せき）☎070（4335）7157
□英会話　月3回月曜日午後1時15分
～2時45分、戸塚地域センターで。アメ
リカ人講師が指導。㋓月6,000円。㋣午
前10時以降に聞いて話そう英会話・
吉田☎（3370）6705
□古文書学習　毎週金曜日午後6時～8古文書学習　毎週金曜日午後6時～8古文書学習
時、赤城生涯学習館で。新宿に残された江
戸時代の古文書を学ぶ。㋓3か月4,000円。
㋣新宿古文書勉強会・丸山☎（3950）2913㋣新宿古文書勉強会・丸山☎（3950）2913㋣

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

相続・不動産無料相談会

　不動産鑑定士・税理士・司法書士等が
相談をお受けします。
【日時】11月1日㈮午後1時～5時
【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿
6―8―2）
【後援】新宿区
【主催・申込み】10月28日㈪～31日㈭
に電話でNPO法人日本地主家主協会
事務局☎（3320）6281（午前9時～午後
5時30分）へ。先着10名。

ユ ネ ス コ ス ク ー ル・　　　　　　　　　

ＥＳＤパスポート研修会 

【日時】11月5日㈫午後2時30分～4時
30分
【会場】西戸山小学校（百人町4―2―1）
【対象】小・中学校、高等学校の教員ほ
か、40名
【共催】日本ユネスコ協会連盟
【後援】区教育委員会ほか
【主催・申込み】10月27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）で新宿ユネスコ協会理事長
☎090（5191）4196（宮崎）・㋫（6233）
7688・㋱saekomiyazaki39@live.jp
へ。先着順。

無料調停相談会

　土地建物・金銭債務・近隣問題・交通
事故・家庭内や親族間のもめ事につい
て、裁判所の調停委員や弁護士が調停
手続きの相談に応じます（秘密厳守）。

【日時】11月9日㈯午前10時～午後3時
30分
【会場・申込み】当日直接、渋谷区立勤労
福祉会館（渋谷区神南1―19―8）、西武
池袋本店7階（豊島区南池袋1―28―
1）へ。
【問合せ】東京民事調停協会連合会
☎（5819）0267（午前10時～午後4時）へ。

ソ ウ ル&ピ ー ス　　　　　　　　　　　　

コンサートin東京 

●区民50組100名を無料招待
【日時】11月5日㈫午後7時～9時（午後
6時30分開場）
【会場】角筈区民ホール（西新宿4―33
―7）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、50組
100名
【内容】オリンピック讃歌斉唱、音楽劇
「赤毛のアン」上演
【申込み】10月28日㈪～11月1日㈮に
電話でDGC・NGO国連クラシックラ
イブ協会・岩崎☎（5775）3737（月～金
曜日午前9時～午後6時）へ。先着順。

コンサート「林晶彦の世界　　　　　　　

～永遠への飛翔」 

●デビュー３0周年記念
【日時】11月13日㈬午後7時～9時（午
後6時30分開場）
【会場】東京オペラシティコンサート
ホール（西新宿3―20―2）
【費用（全指定席）】▶S席5,000円、▶A
席4,000円、▶B席3,000円
※区内在住の方は▶S席4,500円、▶A
席3,600円、▶B席2,700円
【申込み】11月8日㈮までに林晶彦公式

ホームページ（㋭https://
anupamo.net）（右図QR
コード）へ。
【問合せ】アヌパモ企画
☎090（1915）4123へ。

市民とNPOの交流サロン

【日時】11月14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】ユネスコの基本理念に沿って展
開される教職員の国際交流・持続可能
な地域づくり・基礎教育の普及等の活
動に取り組むユネスコ・アジア文化セ
ンターを紹介（語り手は同法人）
【費用】1,000円（資料代等）
【申込み】10月28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・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着20名。

こども芸能体験ひろば 

【日時・プログラム】11月23日㈷、▶①
三味線・②狂言・③落語・④和妻（わづ
ま）…午後1時20分～2時20分・午後2
時50分～3時50分、▶⑤日本舞踊…午
後1時～2時20分・午後2時50分～4時
10分
【会場】芸能花伝舎（西新宿6―12―
30）
【対象】小学生、各プログラム30名程度
【主催・申込み】はがきに保護者につい
て3面記入例のほか、お子さんの氏名・
学年・希望のプログラム（①～⑤の別）
と希望時間を記入し、11月10日（必着）

までに同ひろば実行委員会（〒160-
8374西新宿6―12―30、日本芸能実演
家団体協議会内）☎（5909）3060へ。日
本芸能実演家団体協議会ホームページ
（㋭http://www.geidankyo.or.jp/
12kaden/）からも申し込めます。応募
者多数の場合は抽選し、結果は11月15
日㈮ころお知らせします。

神 宮 球 場6時 間 耐 久 リ レ ー　　

マラソン 

【日時】12月15日㈰午前10時～午後4時
【会場】明治神宮野球場（霞ヶ丘町3―1）
【対象】小学生以上（小・中学生は保護者
同伴）、300名
【費用】1人4,500円（保険料等）
【申込み】10月27日㈰～11月17日㈰
に電話かファックス（3面記入例の
とおり記入）で同実行委員会事務局
☎（6300）6646・㋫（6300）0532へ。先
着順（区内在住の方優先）。同イベント
ホームページ（㋭https：//j6tai.jp/）か
らも申し込めます。

不動産所得者向け研修会 

【日時】11月8日㈮・12日㈫午後2時～5
時（2日とも同じ内容）
【会場】東京青色申告会館（千代田区九
段南4―8―36）
【対象】家賃収入のある方、各日10名
【内容】不動産の法律問題、貸し付けの
工夫
【費用】500円（資料代）
【主催】四谷・新宿青色申告会
【申込み】10月28日㈪から電話で東京
青色申告会連合会☎（3230）3401へ。
先着順。

【問合せ】▶四谷☎（3357）0119・▶牛込☎（3267）0119・▶新宿☎（3371）0119
の各消防署へ。

　火災等の災害から尊い命や財産を守れるよう、防火防災の知識や行動力を高
めるためのイベントを開催します。当日直接、会場へおいでください。

◎消防パレード
【日時】11月3日㈷正午～午後0時30分
（雨天中止）
【会場】神楽坂通り
【内容】東京消防庁音楽隊とカラー
ガーズ隊による火災予防パレード
◎神楽坂防災ふれあい広場
【日時】11月10日㈰午後1時～4時30
分（雨天中止）

【会場】神楽坂6丁目商店街通り
【内容】消防体験（初期消火・応急救護
等）、ミニ防火衣着装体験ほか
◎防火のつどい
【日時】11月15日㈮午後2時～3時30分
【会場】牛込簞笥区民ホール（簞笥町15）
【内容】火災予防協力者等表彰、防火ラ
イブ（出演はテツandトモ／お笑い芸
人）

◎防災コミュニティ防火防災訓練
【日時】11月6日㈬午前10時～10時30
分（雨天実施）
【会場】JR信濃町駅周辺（信濃町34）
【内容】信濃町地域の町会・商店振興
会・事業所等と消防署・消防団・災害
時支援ボランティア等による消防演
習
◎防火のつどい
【日時】11月8日㈮午後1時15分～3時
【会場】四谷区民ホール（内藤町87）
【内容】火災予防業務協力者表彰式、1
日消防署長（阿部華也子／めざましテ
レビお天気キャスター）、東京消防庁音
楽隊によるコンサート、空手演武（出演
は宇佐美里香／東京2020KARATEア
ンバサダー）ほか

◎オープニング広報
【日時】11月7日㈭正午～午後0
時30分
【会場】大久保1丁目（通称「イケ
メン通り」付近）
【内容】新大久保商店街振興組
合・「NTB」（韓国人アイドルユ
ニット）による広報活動
◎消防演習
【日時】11月12日㈫午前10時～
12時
【会場】新宿パークタワー（西新
宿3―7―1）
【内容】消防演
習、1日消防署
長（小沢真珠／
俳優）

11月9日㈯～15日㈮㈮

四谷消防署 新宿消防署

牛込消防署
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