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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。

【申込資格】区内在住で保護者の就労・病気・出産等で保育を
必要とする方

【申込みに必要な書類】▶入園（転園）申込書、▶保育の必要
性を確認できる書類（就労証明書・在学証明書・診断書等）

【保育料】国が定める基準を上限に、保護者の住民税額に応
じて区が決定（３～５歳児クラスは無償）

【申込書等の配布】保育課、区立･私立保育園、区立・私立子ど
も園、特別出張所（新宿区ホームページからも取り出せます）

【申込み（予約制）】申込書等をお持ちいただく日時（11月５日㈫
～12月10日㈫）を事前に保育課入園・認定係へ電話で予約して
ください。各園・特別出張所では申し込めません。締め切り間際
は混み合います。早めに予約・申し込み手続きをしてください。
※11月26日、12月３日・10日の火曜日は午後7時まで申し込み
を受け付けます。
※保育園等への入園は、保育の必要性の程度（指数等）や各
園の空き状況に応じて利用調整を行い決定します。
※利用調整の結果は、令和2年2月21日㈮以降に、不承諾の場合
は区から「保育所等利用不承諾通知書」を発送し、内定の場合は
園から連絡します（健康診断と面接を経て、入園を決定します）。

■私立保育園　基本開所時間は、午前7時３0分～午後6時３0分、「エイビイシイ【夜間】」は午前11時～午後10時、「獅子吼（ししく）」「新宿成子坂愛
育園」は午前7時1５分～午後6時1５分、「至誠会」「二葉南元」「フロンティアキッズ新宿」「（仮称）ウィズブック保育園中落合」「（仮称）ぴっころきっず
西早稲田」「（仮称）フロンティアキッズ曙橋本園・分園」は午前7時～午後6時。

■区立子ども園・私立子ども園　基本開所時間は、午前7時３0分～午後6時３0分、「北
新宿」は午前7時1５分～午後6時1５分、「しんえい子ども園もくもく」「茶々ひがしとやま」は
午前7時～午後6時。

■区立保育園　基本開所時間は、午前7時３0分
～午後6時３0分、「大久保第一」「高田馬場第二」「中
落合第二」「東五軒町」「百人町」は午前7時1５分～
午後6時1５分。

⃝若手声優が読む夏目漱石
　～拝啓、漱石先生

【日時】11月３0日㈯午後2時３0分～
4時３0分（午後2時10分開場）

【内容】漱石山房記念館長のミニ講演、夏目漱石・芥川龍之
介の作品の朗読（朗読はアクセルワン所属声優（写真））。

【会場・申込み】当日直接、漱石山房記念館（早稲田南
町7）へ。先着70名。

【問合せ】中央図書館☎（３３64）1421へ。

●大人のための朗読会～酒と文豪
【日時】11月17日㈰午後2時３0分～4時
【内容】夏目漱石をはじめ、日本文学作品の中から「お酒」に
まつわる作品の朗読（朗読はぐるーぷ・カナリヤ）。

【会場・申込み】当日直接、漱石山房記念館（早稲田南町7）
へ。先着５0名。

【問合せ】鶴巻図書館仮事務所（中央図書館内）☎（３３64）
1421へ。
※空調設備更新工事中のため、鶴巻図書館は休館しています。

秋の作品展示会

【日時・展示内容】▶11月6日㈬～1３日
㈬（10日㈰を除く）…戸塚地域セン
ター利用団体の編み物・水墨画、▶11
月16日㈯～24日㈰…絵手紙・俳句

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

新宿かしわまつり

【日時】11月17日㈰午前
10時～午後３時

【内容】登録団体の舞台
発表、ビンゴ大会、カラ
オケ、お茶会、模擬店、軽
食コーナー、青果販売、
トークショー（出演は星奈津美／五輪
競泳メダリスト（写真））ほか
※11月17日㈰～３0日㈯は柏木地区の

子どもたちの作品を同センターロビー
に展示します。

【会場・問合せ】柏木地域センター（北新
宿2―３―7）☎（３３6３）70３6へ。

ランチタイムコンサート

●楽しい木管五重奏
【日時】11月18日㈪午後0時
1５分~1時1５分（正午開場）

【曲目】「３つの小品」 「山の音楽家じゅ
んばん協奏曲」ほか（出演はこもれびク
インテット）

【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。入退場自由。4歳から入場できます。

秋を探そう新宿中央公園

【日時】11月22日㈮午前11時～午後1
時

【内容】公園散策、防災食・やきいも・き
のこ汁の試食（200円）、ミニコンサート
※雨天の場合は、新宿パークタワー（西

新宿３―7―1）でミニコンサートを実
施します（午後0時20分～0時５0分）。

【主催】角筈地区協議会
【会場・申込み】当日直接、同公園管理
事務所（ 西 新 宿2―11―1）☎（３３42）
4５09へ。

映画上映会＆トークショー

【日時】11月28日㈭午後2時～4時
【会場】若松地域センター（若松町12―6）
【内容】映画「ひとりじゃない」の上映、
トークショー（出演は鐘江稔／映画監
督、稲森誠／俳優）

【主催】赤十字奉仕団若松町分団
【申込み】11月7日㈭から電話で若松町
特別出張所☎（３202）1３61へ。先着５0
名。

新宿NPO活動基礎講座

●ソーシャルメディア広報活用術
【日時・内容】▶12月３日㈫…広報・PR
とは？、自分たちの活動のPRバリュー

って？、▶５日㈭…明日から役立つ実
践PRテクニックほか（講師は天野渉／
㈱シグナル取締役COO）、いずれも午
後6時4５分～8時4５分

【対象】社会貢献活動・NPO活動をして
いる方、これから始めようとしている
方ほか、各回20名

【費用】各回1,000円（資料代等）
【会場・申込み】11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。先着順。

講座「事実はマンガよりも　　　　　

奇なり」 

●家事分担＆
　夫婦ツーオペ育児への道のり

【日時】12月7日㈯午前10時～12時
【対象】区内在住・在勤・在学の子育て中
またはこれから子育て予定の方（乳幼

児の同伴も可）
【講師】水谷さるころ／イラストレー
ター・マンガ家

【会場・申込み】11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・㋫（３３41）
0740へ。先着３0名。託児あり（11月18
日㈪までに電話で。区内在住の1歳以
上の未就学児、先着３名）。

初心者ゲートボール教室

【日時・会場】▶11月11日～2５日の月・
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）、▶11月17日・24日 の 日
曜日午前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・荒天時中止）

【対象】区内在住の10～70歳の方、各回
10名

【内容】基礎から指導。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。

【費用】1回200円
【主催・申込み】11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。

蔵王温泉シニアスキー教室

【日時】令和2年1月17日㈮午後10時～
20日㈪午後３時

【集合・解散場所】堀久旅館（山形県山形
市蔵王温泉29）☎02３（694）9226

【会場】蔵王温泉スキー場
【対象】都内在住の60歳以上でスキー
中・上級者の方、1５名

【費用】4５,000円（３泊５食・講習費・保
険・リフト券付き）

【主催・申込み】電話か往復はがき・フ
ァックス・電子メール（2面記入例のほ

か年齢・性別を記入）で11月1５日（必
着）までに区スキー連盟・小林哲男

（〒167―00３1杉並区本天沼2―３2―16）
☎080（５094）692３・㋫（５３10）2881・
㋱ fukafukanoyuki@yahoo.co.jpへ。
応募者多数の場合は抽選。

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・

育児休業補助教員採用候補者

【職種】臨時的任用教員
【勤務場所】特別区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）

【対象】幼稚園教諭普通免許状をお持ち
の昭和３4年4月2日以降生まれで、次の
いずれかの勤務実績がある方
▶国公私立幼稚園で正規任用教員とし
て1年以上、▶国公私立幼保連携型認
定こども園で満３歳以上を担当する正
規任用保育教諭として1年以上、▶特

別区の区立幼稚園臨時的任用教員か学
級を専任する非常勤講師として通算
12か月以上

【選考】書類・面接（面接は初めて応募す
る方と特別区立幼稚園の臨時的任用教
員として最近５年間に勤務実績のない
方のみ）

【申込み】12月2日㈪・３日㈫に所定の書
類を特別区人事・厚生事務組合教育委
員会事務局人事企画課採用選考担当

（〒102-0072千代田区飯田橋３―５―
1、東京区政会館17階）☎（５210）97５1
へ本人が直接、お持ちください。登録
更新する方で過去５年間に区立幼稚園
の臨時的任用教員として勤務実績の
ある方のみ、11月2５日㈪（消印有効）
までに郵送でも受け付けます。募集案
内は区教育指導課（本庁舎4階）で配布
しているほか、同組合ホームページ

（㋭http://www.tokyo2３city.or.jp/）
から取り出せます。

保育園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
大久保第一（大久保3-11-1） （3203）034６ 5７日・11６名
高田馬場第二

（高田馬場1-4-1７） （3209）1433 5７日・105名

長延（市谷長延寺町８） （32６0）1335 5７日・７4名
富久町（富久町22-21） （335７）７７20 43日・1６4名
戸山第二（戸山2-1８-101） （3203）23８5 5７日・111名
中落合第二（中落合2-７-24） （3952）７1６5 5７日・13６名
西早稲田（西早稲田1-9-30） （3209）5294 5７日・７9名
東五軒町（東五軒町5-24） （32６9）６８20 5７日・1７4名
百人町（百人町2-1８-21） （33６７）4991 5７日・８5名
弁天町（弁天町50） （32６８）133７ 5７日・14８名
早稲田南町（早稲田南町50） （3203）７８4８ 5７日・７８名
早稲田南町 分園

（早稲田南町3６） （3204）5201 5７日・143名

■事業所内保育所　従業員のお子さんと地域のお子
さんの保育をします。基本開所時間は、月～金曜日（もみ
の樹園事業所内保育所は月～土曜日）午前7時３0分～午
後6時３0分、「とちょう保育園」は午前7時～午後6時。

保育所名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園

（市谷本村町5-1、防衛省市ヶ谷地区厚
生棟2階）

（3235）3７5７ 5７日・７名

とちょう保育園
（西新宿2-８-1、東京都議会議事堂1階南側）（5990）5301 5７日・24名

もみの樹園事業所内保育所
（上落合1-1７-８、特別養護老人ホーム
「もみの樹園」内６階）

（35６5）７301 5７日・20名

■家庭的保育者（保育ママ）　地域の方の自宅でお子
さんを保育します。基本開所時間は、月～金曜日午前9時
～午後５時。

保育者名（所在地） 受入月齢
井上さん（赤城元町） 生後5週～2歳
田口さん（市谷柳町） 生後5週～2歳

■保育ルーム　区が委託した事業者が運営していま
す。基本開所時間は、月～金曜日午前7時３0分～午後6時
３0分。

保育ルーム名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
えどがわ園

（水道町1-2８、江戸川小学校内） （32６６）７350 1歳・30名

おちにすくすく園
（上落合2-10-23、落合第二小学校内） （322７）0７03 1歳・19名

つるまき園
（早稲田鶴巻町140、鶴巻幼稚園内） （3205）9525 1歳・12名

べんてん
（若松町1６-2、BENTEN international ビル）（６302）1024 1歳・19名

保育園名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

あい保育園落合（上落合1-5-2、羽場ビル） （６90８）７3８1 43日・11７名
アスク神楽坂①（矢来町9８-1、スキップビル1階）

②（矢来町８9-2）
①（5225）６933
②（520６）4250 5７日・７9名

アスク北新宿（北新宿2-4-11） （533８）2511 5７日・７5名
アスク新宿南町（南町20-3） （5225）21６６ 1歳・８9名
アスク薬王寺（市谷薬王寺町51） （53６2）７1７７ 1歳・７4名
エイビイシイ【夜間】本園（大久保2-11-5）

分園（大久保2-1６-1） （3232）9６33 43日・90名

オルト（高田馬場3-40-3） （5332）７0８1 43日・122名
キッズガｰデン新宿西落合（西落合2-７-1６、伊勢光ビル2・3階） （６90８）1７23 1歳・８0名
キッズタウン下落合（下落合1-9-10） （33６5）1332 5７日・131名
クオリスキッズおおくぼ（百人町2-22-６） （593７）041８ 5７日・６0名
グローバルキッズ愛住町園（愛住町６） （６3８0）６７9８ 5７日・８0名
グローバルキッズ神楽坂園（神楽坂4-８、神楽坂プラザビ
ル1階） （32６9）８011 5７日・６0名

グローバルキッズ西落合（西落合3-19-9） （3952）5６00 5７日・9６名
グローバルキッズ西新宿園（西新宿5-5-1） （６3８3）3７93 5７日・51名
グローバルキッズ若葉園（若葉1-9） （3353）2002 5７日・42名
獅子吼（中井2-８-６） （3951）0７59 1歳・８0名
至誠会（河田町10-13） （3341）4６７７ 43日・1８0名
下落合そらいろ（中落合2-７-5） （35６5）5050 ６か月・８0名
小学館アカデミー飯田橋ガーデン（新小川町4-11） （520６）3７22 5７日・６0名
新栄（百人町3-21-14） （６304）0241 43日・14８名
新宿こだま（中落合4-25-19） （59８８）７８0７ 43日・105名
新宿成子坂愛育園（西新宿６-７-39） （3342）６90７ 5７日・130名
新宿三つの木保育園もりさんかくしかく（大京町29） （６45７）4455 43日・８0名
太陽の子 新小川町（新小川町1-８、こだまビル2階） （55７9）234８ 5７日・６4名
東京母子愛育会（北新宿4-21-14） （33６9）６005 ８か月・100名
にじいろ保育園高田馬場西（高田馬場1-24-1６、内田ビル1階） （６302）10７3 5７日・24名
にじいろ保育園高田馬場東（高田馬場1-1６-2６） （６205）６33８ 1歳・７2名
にじいろ保育園高田馬場南（大久保3-８-4、住友不動産新
宿ガーデンタワーアネックス2階） （６45７）６991 5７日・20名

保育園名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

ニチイキッズ曙橋①（愛住町22、第3山田ビル1階）
②（市谷台町1-3、モデラｰト1階）

①（53６７）019６ 
②（53６６）512７ 5７日・６5名

八幡神社愛育園（上落合1-2６-19） （33６８）3939 1歳・７６名
原町みゆき（原町2-43） （335６）2６６3 43日・1６0名
二葉南元（南元町4） （3351）3８19 43日・110名
フロンティアキッズ新宿

（新宿６-2７-5６、新宿スクエアビル2階） （320８）2７44 5７日・4８名

保育所まぁむ高田馬場駅前園
（高田馬場3-1-5、花川第2ビル1・2階） （６2７9）1105 5７日・７5名

ほっぺるランド牛込（北山伏町1-2） （６2６5）0８41 5７日・115名
ほっぺるランド神楽坂

（榎町43-1、ユニゾ神楽坂ビル2・3階） （522７）６７9８ 5７日・122名

ほっぺるランド上落合（上落合1-15-13） （６90８）８415 5７日・100名
ほっぺるランド北新宿（北新宿3-9-20） （593７）29６0 1歳・７2名
ほっぺるランド新大久保（大久保1-1６-20） （６3８0）3920 5７日・5７名
ほっぺるランド早稲田鶴巻町（早稲田鶴巻町5７5-1、早稲
田鶴巻町パーク・ホームズ1階） （3235）500８ 5７日・６0名

ぽけっとランド市ヶ谷
（市谷船河原町1、市ヶ谷エスワンビル2・3階） （522７）７520 1歳・122名

ポピンズナーサリースクール市ヶ谷
（払方町19-1、エムジー市ヶ谷ビル2・3階） （594６）８６７0 5７日・８0名

ポピンズナーサリースクール四ツ谷
（市谷本村町2-10、ストリーム市ヶ谷3階） （5225）2015 1歳・６1名

（仮称）ウィズブック保育園中落合（中落合3-21-10） 開園準備室
（６2６5）4８７６ 5７日・６６名

（仮称）にじいろ保育園西早稲田（西早稲田1-2-3） 開園準備室
（６431）9７29 1歳・６７名

（仮称）ぴっころきっず西早稲田（西早稲田3-9-14） （3209）22６７ 1歳・６3名
（仮称）フロンティアキッズ曙橋
（河田町3-29、プラウドフラット新宿河田町1階） （53７9）1６８0 1歳・24名

（仮称）フロンティアキッズ曙橋分園（河田町3-1６） （６2７3）0８８６ 3歳・4６名
（仮称）にじいろ保育園四ツ谷（四谷1-６-5、2階）
※令和2年６月開設予定

開園準備室
（６431）9７29 1歳・30名

令和2年4月

入園 保育園・子ども園（保育園機能）等入園の申し込み 図書館の催し図書館の催し図書館の催し図書館の催し図書館の催し図書館の催し図書館の催し

「ひらがなカルタ」に　　　　　　　　　

ぬり絵しませんか

　令和2年1月に開催するかるた会で使
用する、かるたにぬり絵をしていただき
ます（主に小・中学生対象）。お渡しする絵
札に色を塗ってお持ちください。

【日時】11月6日㈬～12月21日㈯
【会場・申込み】期間中直接、西落合図書館
（西落合4―1３―17）☎（３9５4）4３7３へ。

英語であそぼう

【日時】11月10日㈰午前11時～11時4５分
【対象】小学生までのお子さんと保護者、
20名

【会場・申込み】電話または直接、角筈図書
館（西新宿4―３３―7）☎（５３71）0010へ。

英語おはなし会

【日時】11月20日㈬午後３時～３時３0分
【対象】小学生までのお子さんと保護者、
20名

【内容】英語で読み聞かせ、手遊び
【会場・申込み】当日直接、角筈図書館（西新
宿4―３３―7）☎（５３71）0010へ。先着順。

講座「オーケストラを楽しもう」

　講座と東京フィルハーモニー交響楽団
演奏会の2部構成です（演奏会のみの参
加は不可）。

【日時】11月22日㈮午後4時３0分～9時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―３３
―7）

【申込み】電話または直接、角筈図書館（西
新 宿4―３３―7）☎（５３71）0010へ。定 員
５0名。

大人向け工作会

●クリスマスリース作り
【日時】11月2３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】11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1５名（保護者同
伴の場合は、お子さんの参加も可）。

子ども読書リーダー講座

●「絵本を届ける運動」をしてみよう
【日時】11月24日㈰午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保2―
12―7）

【対象】10歳～18歳、10名
【内容】途上国の現状の講話と、途上国へ
の絵本の発送作業（講師はシャンティ国
際ボランティア会）

【申込み】11月7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。

親子であそぼう わらべうた

【日時】11月2５日㈪午前10時３0分～11
時３0分

【対象】1歳までの親子、7組
【会場・申込み】11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。

展示「フランスのポップアップ絵本」

【期間】11月26日㈫～12月1日㈰
【内容】フランスの建築物や椅子が飛び出
すポップアップ絵本の展示

【協力】アンスティチュ・フランセ東京メ
ディアテーク

【 会 場・問 合 せ 】中町図書館（ 中 町2５）

☎（３267）３121へ。

フランス語絵本おはなし会

【日時】11月３0日㈯午後2時～2時３0分
【対象】小学生までのお子さん、10名（未
就学児は保護者同伴）

【協力】アンスティチュ・フランセ東京
【会場・申込み】11月7日㈭から電話また
は直接、中町図書館（中町2５）☎（３267）
３121へ。先着順。

講座「イランの冬至のお祭り　　

シャベ・ヤルダーを知ろう」

【日時】12月1日㈰午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保2―
12―7）

【講師】愛甲恵子／ペルシャ語翻訳者
【申込み】11月7日㈭から電話で大久保図
書館☎（３209）３812へ。先着20名。

こども映画会

【日時】12月4日㈬午後4時～4時4５分
【会場】中町児童館（中町2５）
【対象】小学生までのお子さん、4５名（未
就学児は保護者同伴）

【上映作品】「ウォルト・ディズニー プカ
ドン交響楽」ほか

【申込み】11月7日㈭から電話または直
接、中町図書館（中町2５）☎（３267）３121
へ。先着順。

中町落語会

【日時】12月6日㈮午後6時３0分～7時３0
分

【会場】中町地域交流館（中町2５）
【出演】三代目桂やまと／落語家
【申込み】11月7日㈭から電話または直
接、中町図書館（中町2５）☎（３267）３121
へ。先着40名。

▲工藤雅久 ▲渡井奏斗

▲珠木のぞみ

中央図書館×アクセルワン鶴巻図書館×漱石山房記念館

新宿区立図書館・漱石山房朗読会

【問合せ】保育課入園・認定係（本庁舎
2階）☎（52７3）452７へ。

区立子ども園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
あいじつ（北町1７） （32６６）01８9 5７日・12６名
大木戸（四谷4-1７） （335８）1431 5７日・213名

おちごなかい
①乳児園舎（中井1-８-12）
②幼児園舎（上落合3-1-６）

①（33６1）
   ７000

②（322７）
   204８

5７日・10８名

柏木
①乳児園舎（北新宿2-3-７）
②幼児園舎（北新宿2-11-1）

①（33６9）
   5８55

②（322７）
   211８

5７日・105名

北新宿（北新宿3-20-2） （33６5）0225 5７日・10８名
しなのまち（信濃町20） （335７）６８53 5７日・112名
戸山第一

（戸山2-2６-101） （3202）７８７9 5７日・102名

西落合（西落合1-31-24）（3954）10６4 5７日・10７名
西新宿（西新宿4-35-5） （3299）７７2７ 5７日・11６名
四谷（四谷2-６） （53６9）3７７5 5７日・11７名

私立子ども園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
大久保わかくさ

（大久保1-4-1） （６2６5）9990 43日・105名

しんえい子ども園 もく
もく（高田馬場4-3６-12）（5332）5544 43日・14６名

しんじゅくいるま（戸山
1-21-1） （６302）1221 43日・13７名

新宿せいが
（下落合2-10-20） （3954）4190 43日・1７1名

茶々ひがしとやま
（戸山2-34-101） （5155）4321 43日・110名

富久ソラのこども園ちいさ
なうちゅう（富久町14-1） （６3８0）0414 43日・141名

富久ソラのこども園ちい
さなうちゅう分園

（新宿5-3-13）
（６3８0）６43７ 43日・８0名

認定こども園新宿ベアー
ズ（西新宿5-25-11、エイ
ジーエス西新宿ビル1・3階）

（６2７６）5431 5７日・８3名
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