
★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★
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東京ゼロエミポイントを

付与しています

●省エネ性能の高い機器への買い替え
で付与されたポイントが商品券等に

　東京都では、エアコン・冷蔵庫・給湯
器を一定の省エネ基準を満たす対象機
器に買い替え、都内の住宅に設置した
都民（個人）に、商品券等に交換可能な

「東京ゼロエミポイント」を付与してい
ます（予算金額に達し次第終了）。

【申込み】対象機器を購入後、所定の申請
書と領収書・リサイクル券等を郵送で東
京 都 環 境 局 地 域 エ ネ ル ギ ー 課

（〒115-8691赤羽郵便局私書箱14号、
東京ゼロエミポイント事務局ポイント
申請係）☎（5388）3533へ。申請書は
ホームページ（㋭https://www.zero-
emi-points.jp）から取り出せます。

【問合せ】東京ゼロエミポイントコール
センター☎0570（005）083、携帯電話
等からは☎03（6634）1337へ。

犯罪被害者相談所を開設

　犯罪・交通事故被害に遭われた方や
ご家族の悩みをお聞きします。

【日時】11月18日㈪午後1時~3時
【面接相談】当日直接、区役所第1分庁
舎2階区民相談室（歌舞伎町1―5―5― ―5―5 1）へ。

【電話相談】☎（5273）3644
【 問 合 せ 】牛込☎（3269）0110・新宿
☎（3346）0110・戸塚☎（3207）0110・四
谷☎（3357）0110の各警察署警務課へ。

東京都最低賃金の時間額を

1,013円に改正

⃝雇用主も労働者も
　最低賃金制度の確認を

10月1日から、都内で働く全ての労
働者に適用されました。

【問合せ】東京都労働局賃金課☎（3512）
1614へ。

運転免許に関する

休日家族相談会

　医師等が、加齢に伴う身体機能や認
知機能低下の相談をお受けするほか、
俊敏性測定等ができます。

【日時】11月24日㈰午前10時～午後3時
【会場・申込み】当日直接、警視庁鮫洲運転
免許試験場(品川区東大井1―12―5―5― )へ。

【問合せ】東京都交通安全課☎（5388）
2273へ。

神楽坂を良く知るセミナー 

【日時】▶①11月24日㈰、▶②令和2年
1月19日㈰、いずれも午後1時～5時30
分（2回とも同じ内容）

【会場】東京理科大学森戸記念館（神楽
坂4―2―2）

【内容】神楽坂のまち歩き、歴史・地理・
文化・建築等の講話

【費用】2,000円（資料代等）
【後援】新宿区
【申込み】ファックスか電子メール（2
面記入例のほか希望日（①②の別）を記
入）で、①は11月14日、②は令和2年1
月9日（いずれも必着）までにNPO法人
粋なまちづくり倶楽部☎050（3558）

6260・㋫（5261）3464・㋱ikimachi.kentei
@gmail.comへ。各日定員50名。応募
者多数の場合は抽選し、当選者に参加
証をお送りします。

四谷ひろばパソコン教室 

【日時】▶Aパソコン入門…11月27日～
12月18日の水曜日午前10時～12時、全4
回、▶Bインターネットとメール…12月2
日～16日の月曜日午後1時～3時、全3回

【費用】Aは5,500円、Bは4,500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（12月）を記入し、11
月7日㈭～20日㈬（消印有効）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。

保育士就職支援研修・相談会

　当日は、履歴書不要・服装自由・入退場
自由です。相談会のみの参加もできます。

【日時・内容】12月1日㈰▶午前10時～
午後2時30分…就職支援研修会／求め
られる保育士像の講義、先輩保育士の
体験談ほか、▶午後2時30分～4時…就
職相談会／民間保育園の人事担当者と
の個別相談（中野区・中央区・港区・新宿
区・大田区・杉並区・三鷹市が参加予定）

【会場】中野区役所（中野区中野4―4―4 8―8― ―8―8 1）
【対象】保育士資格があり、都内で就職
を希望する方（資格取得見込みの方も可）

【問合せ】東京都保育人材・保育所支援
センター☎（5211）2912へ。詳しくは、

同センターホームページ（㋭https://
www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/
sodankai.html）でもご案内しています。

朗読劇 

【日時】12月8日㈰午後2時～4時
【朗読作品】夏目漱石「三四郎」
【後援】新宿区
【協力】NPO法人国連クラシックライ
ブ協会

【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。

【主催・問合せ】夏目漱石“こころ”の会
☎090（1557）3517（天辰）へ。

駐車監視員資格者講習 

【日時】令和2年1月20日㈪・21日㈫午
前9時10分～午後5時40分（受け付け
は午前8時30分から）、全2日（考査日は
令和2年1月27日㈪）

【会場】東京ビッグサイト（江東区有明
3―11―1）

【費用】20,000円
【申込み】11月29日㈮までに都内各警
察署交通課へ。定員400名。

【問合せ】警視庁放置駐車対策センター
☎（3581）4321（警視庁代表）へ。

10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� 348,275人（515人増）
世帯数� 221,594世帯（415世帯増）

日本人 外国人

人口計 305,809人
（286人増）

42,466人
（229人増）

男 152,966人
（160人増）

21,575人
（24人増）

女 152,843人
（126人増）

20,891人
（205人増）

◎年末調整等説明会

　説明会へは、税務署からお送りした
「説明会開催のお知らせ」をご確認の
上、当日直接、おいでください。

【日時】11月6日㈬午後2時～4時、7日
㈭午前10時～12時・午後2時～4時

【会場】新宿文化センター（新宿6―14
―1）

【対象】源泉徴収義務者・特別徴収義務者
【内容】年末調整の方法、法定調書・給与
支払報告書の説明

【持ち物】区・税務署から送付した年末
調整関係資料

【問合せ】▶新宿税務署管内の方…説明
会・源泉所得税は新宿税務署源泉所得
税担当、法定調書は新宿税務署管理運
営第2部門、給与支払報告書・特別徴収
は区税務課課税第二係（本庁舎6階）
☎（5273）4108へ。
▶四谷税務署管内の方…説明会・源泉所
得税は四谷税務署源泉所得税担当、法定
調書は四谷税務署管理運営第1部門、給
与支払報告書・特別徴収は区税務課課税
第一係（本庁舎6階）☎（5273）4107へ。
◎無料税務相談

●東京税理士会新宿支部主催
【日時・会場】11月11日㈪～15日㈮午
前10時～午後4時（受け付けは午後3時
30分まで）…区役所第1分庁舎1階ロ
ビー（歌舞伎町1―5―1）
●東京税理士会四谷支部主催

【日時・会場】11月11日㈪～16日㈯午前
10時～12時・午後1時～4時（受け付け

は午後3時30分まで）…東京税理士会四
谷支部（四谷3―7―6、NK第8ビル2階）
●東京税理士会新宿支部・四谷支部主催
街頭無料相談会

【日時】11月18日㈪午後1時～6時30分
（受け付けは午後6時まで）
【会場】新宿駅西口広場イベントコーナー

………＜以下共通＞………
【申込み】当日直接、会場へ。
【問合せ】東京税理士会新宿支部☎（3369）
3235、四谷支部☎（3357）4858へ。
◎税の作品展

【日時】11月11日㈪～15日㈮午前8時
30分～午後5時（12日㈫は午後7時まで）

【会場】区役所本庁舎1階ロビー
【展示作品】区内中学生の「税の作文」、
区内小学生の「税の絵はがき」、新宿税
務署管内の小学6年生の「税の標語」

【問合せ】新宿・四谷税務署総務課へ。
◎税の街頭広報

●東京法人会連合会主催
　新宿駅地下1階でPRメッセージの入
ったティッシュ・チラシを配布します。

【日時】11月12日㈫午前11時～11時40分
【問合せ】同会事務局☎（3357）0771へ。
●四谷間税会・東京税理士会四谷支部・
　四谷納税貯蓄組合共催
　JR信濃町駅構内でPRメッセージの
入ったティッシュを配布します。

【日時】11月14日㈭午前10時30分～
11時30分

【問合せ】四谷間税会事務局☎（6731）
7220へ。

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★
□水中リハビリ・シンポジウム2019　11水中リハビリ・シンポジウム2019　11水中リハビリ・シンポジウム2019
月9日㈯午前10時～午後4時30分、東京都
健康プラザハイジア（歌舞伎町2）で。
㋓2,000円。㋲11月8日㈮までに電話で。
㋣水夢王国・藤木☎080（3607）0679㋣水夢王国・藤木☎080（3607）0679㋣

□国立国際医療研究センター糖尿病週
間・世界糖尿病デー　11月11日㈪～15
日㈮、同センター（戸山1）で。パネル展
示。13日㈬午後2時～4時に市民公開講
座、13日㈬・15日㈮午前11時～午後2
時に血糖・肥満度測定を実施。㋓無料。
㋲当日直接、会場へ。㋣同センター糖尿
病研究センター・梶尾☎（3202）7181
□秋の看護フェスタ2019世界糖尿病
デー　11月14日㈭午前10時～12時・
午後2時～4時、JCHO東京山手メディ
カルセンター（百人町3）で。午前は計
測、心肺蘇生体験。午後は血糖・体力測
定、歯科相談、医師講演。㋓無料。㋲当日
直接、会場へ。㋣同センター看護部・平川
☎（3364）0251
□アテンポハンドベルリンガーズ
13thコンサート　11月23日㈷午後6
時30分から（午後6時開場）、東京オペ

ラシティリサイタルホール（西新宿3）
で。戦場のメリークリスマス、Let it 
go、Queenメ ド レ ー ほ か。㋓2,000円

（大学生は1,500円、高校生までは1,000
円）。㋲11月22日㈮までに電話で。先着
250名。㋣アテンポハンドベルリン
ガーズ・飯田☎070（5023）5077
□旧陸軍学校史跡ウォーク　11月23
日㈷午前11時に都営新宿線曙橋駅防衛
省方面改札前集合。歴史研究者の案内
で陸軍士官学校、陸軍幼年学校、陸軍砲
工学校などの跡地を探訪。㋓2,000円。
㋲11月15日㈮までに電話で。先着10
名。㋣月・水曜日の午後4時～6時に日本
史・史跡探検隊・近衛☎（3226）0441

★サークル紹介・会員募集★
□ハワイアン・フラ　月3回木曜日午前
10時～12時、戸塚地域センターで。地
域のイベントへの参加、老人ホーム等
でのボランティア活動あり。㋓入会金
3,000円・月4,500円。㋣ハウオリ・フラ・
ホア・河野☎080（5547）0354
□混声合唱　毎週水曜日午後6時40分
～8時40分、四谷中学校で。女性指揮者
の指揮で叙情歌・宗教曲を歌う。㋓入会
金2,000円・月4,000円。㋣ユーフォニ
ック合唱団・岩谷☎（3225）4416
□合唱　月2回土曜日午前10時～11時30
分、四谷地域センターで。ピアノ伴奏あ
り。㋓入会金1,200円・1回1,200円。㋣サン
クトゥス童謡合唱団・鈴木☎（3341）2687

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

11月11日～17日は税を考える週間

テーマはくらしを支える税

●北新宿地域交流館・北新宿第一児童館
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、北新宿地域交流館（北新宿2―
3―7）へ。託児あり。

【問合せ】子ども家庭支援課児童館運営
係（新宿7―3―29、新宿ここ・から広場
内）☎（5273）4544へ。

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
11月16日㈯午前10時15分から
　　　　　　　（午前10時開場）

【問合せ】新宿税務署☎（6757）
7776・四谷税務署☎（3359）4451へ。
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