
（１／１～３は休みます）

★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。
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元気で長生き!

しんじゅく１００トレ体験会

くらし      3・4・5・8面

イベント      4・5・6面

施設      5面

福祉      4面

こども・教育      6面

審議会      6面

保健・衛生      7・8面

お知らせ      2・5・6・7・8面

▶くらしを守る消費生活展

▶ご利用ください ささえー
る 薬王寺

▶2019 新宿
区政この1年

　区立図書館等の休館日は施設により異なります。
詳しくは、各施設にご確認ください。
　広報新宿12月15日号８面でもご案内しています。

　加齢により低下しやすい筋力を効果的に鍛え
るスロートレーニングです。DVDを見ながら
簡単に行うことができ、週1・2回でも十分な効
果を得られます。
※動画は新宿区ホームページでも配信中です。

【持ち物】上履きまたは靴下、手ぬぐいサイズの
タオル、動きやすい服装でおいでください。
【申込み】1月10日㈮までに電話かファックス（4面
記入例のとおり記入）で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・
㋫（5273）3930へ。応募者多数の場合は抽選。
※しんじゅく100トレ体験会は、今後、区内各地
域で順次開催予定です。

　1月5日号はありません。次々回は1月15日号です。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）☎（5273）
4064・㋫（5272）5500へ。

休日診療所（内科・小児科）・休日歯科当番医のご利用を

しんじゅく１００トレって？

区オリジナル筋力トレーニング

参加者の声

●杖がいらなくなった !

●歩く速度が倍になった !

●背筋を伸ばして

　　歩けるようになった !

●体が軽くなった !

【日時】1月22日㈬午後2時～４時
　　　（受け付けは午後1時30分から）

【会場】四谷地域センター（内藤町８７）
【対象】区内在住の方、50名
【内容】
▶講話「健康寿命を延ばすコツ」
▶「しんじゅく100トレ」の紹介と体験

※12月27日㈮～1月5日㈰の区内診療所・クリニックの開業・休診
情報は、新宿区ホームページでご案内しています。

年末年始に急病になったら

次回の広報新宿

1月1日に発行します

12月28日㈯～1月5日㈰は休みます

　当番医は変更することがあります。休日診療所（左記）か
各医療機関に電話でご確認ください。
※12月2８日㈯、1月4日㈯の当番医指定はありません。

【診療時間】午前9時～午後5時◆休日歯科当番医

月日 医療機関名 所在地 電話番号
12月
29日㈰

中西歯科医院 市谷田町1-３クレセントビル2階 （5261）5525
エビナ歯科医院 西早稲田2-11-24 （３200）4818

３0日㈪
萩原歯科医院 四谷4-8四谷タワーゲート209 （３３59）95３7
栗原歯科医院 中落合1-14-4安田ビル1階 （３565）2３３4

３1日㈫
中村歯科四谷診療所 四谷1-18高山ビル4階 （３３55）３8３5
落合歯科医院 中落合３-4-19 （３952）4947

1月
1日㈷

西條歯科医院 若宮町14 （３260）7３３7
舘崎歯科医院 高田馬場1-5-11 （３209）2847

2日㈭
入交（いりまじり）歯科医院 新小川町6-40 （３260）1001
田口歯科医院 西新宿4-３1-３-201リヴュール新宿2階 （３３75）３３17

３日㈮
海谷歯科医院 払方町15小暮ビル2階 （5261）1515
熊倉歯科医院 歌舞伎町1-28-３武井ビル３階 （３205）0474

5日㈰
新田歯科医院 矢来町111森ビル1・2階 （5946）8787
伊藤歯科クリニック 西落合2-7-18伊勢田ビル1階 （３952）8217

診察は有料です。
必ず健康保険証等をお持ちください。

　お問い合わせいただいた時間に診療を行っているお近くの医療機関を
ご案内します。

㋭http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

☎（52７2）0303 ※2４時間自動応答
※聴覚障害のある方向け㋫（52８5）８0８0

◆電話による医療機関案内

東京都医療機関
案内サービス
「ひまわり」

※必ず電話で症状を伝えてからおいでください。

◆休日診療所（内科・小児科）

新宿区医師会区民健康センター

（新宿７―26―４）☎（320８）2223
【診療時間】

内　科  午前9時～午後10時
　　　 （12月2８日㈯、1月４日㈯は午後5時から。受け付けは午後9時30
　　　　　 分まで）

小児科  午前9時～午後5時
       （12月2８日㈯、1月４日㈯は休診。受け付けは午後４時30分まで）

電話による急患のご相談、医療機関のご案内

　上記診療のほか、新宿区医師会区民健康センターでは、医師や看護師
が当面の処置のご相談や、救急医療機関のご案内を行っています（急患
のご相談は午後5時まで）。

年末年始の区役所の業務

12月2８日㈯
～1月5日㈰

区役所・特別出張所・保健センター等

▶駐輪施設 定期
利用者を募集

しんじゅく平日・土曜日夜間こども診療室
（戸山1―21―1、国立国際医療研究センター病院
内）は、12月29日㈰～1月3日㈮、1月5日㈰は休診し
ます（12月28日㈯、1月4日㈯は診察）。

新宿区コールセンター

しんじゅくコール
☎（3209）9999
㋫（3209）9900

１２月３１日㈫～１月３日㈮ 休止します
　区役所本庁舎全館の消毒のため、12月31日㈫も臨
時休止となりました。定休と合わせ、12月31日㈫～1
月3日㈮の4日間、休止します。

区立障害者福祉センターは広報新宿12月15日号で
12月2８日㈯、1月４日㈯・5日㈰を休館と掲載してい
ましたが、開館します。お詫びして訂正します。



こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！
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「新宿力」で創造する、やすらぎとにぎわいのまち

「新宿いきいき体操」「新宿いきいき体操」がが１１００周年周年を迎えましたを迎えました

　令和元年が間もなく終わります。区の　令和元年が間もなく終わります。区の1年の取り組みを振り返ります。年の取り組みを振り返ります。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。

20120199新宿区政新宿区政ここのの11年年

　新宿いきいき体操は、「平成新
宿音頭」の曲に合わせて、鉄腕ア
トムや区の花・つつじなど、区に
ゆかりのあるポーズを盛り込み
ながら行う介護予防体操です。
1月23日に開催した10周年の
記念式典には多くの方が参加
し、体操のさらなる普及を祈念
しました。

しんじゅQualityみつばちプロジェクトしんじゅQualityみつばちプロジェクト

養蜂事業養蜂事業をを開始開始
　新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク「しんじゅQuality」が、四谷区民
センターにミツバチの巣箱を設置し、養蜂事業を開始しました。5月には初め
て蜂蜜を採取。「新宿しQハニー（しーきゅーはにー）」として、コミュニティシ
ョップ「ふらっと新宿」東戸山店・四谷店等で販売しています。

住宅宿泊事業住宅宿泊事業のの適正運営適正運営、、地域住民地域住民のの

安全安心安全安心を目指し、を目指し、AirbnbAirbnbとと協定協定をを締結締結

　世界最大手の民泊仲介業者「Airbnb」
（本社：米国カリフォルニア州サンフラン
シスコ）と連携協定を締結しました。とも
に協力し、住宅宿泊事業の適正な運営の
推進、近隣の生活環境悪化防止や宿泊者
の災害時の適切な対応、地域住民の安全
安心の向上などを目指します。

6月

児童虐待児童虐待のの未然防止未然防止とと早期発見早期発見に向け、に向け、

区内区内44警察署警察署とと協定協定をを締締結結

　区と警察との協力関係を明確化
することで、これまで以上に強固
な連携関係を築き、児童の安全確
保を最優先に、緊急性や必要性に
応じた迅速な情報共有と対応を進
めます。

6月

◀式典では、橋幸夫さん
　（歌手）による講演も
　実施

1月

　新宿区名誉区民・故やなせたかし
さんの生誕100周年を記念し、代表作
「アンパンマン」誕生秘話の講演が四
谷区民ホールで開催されました（四
谷地域センター運営委員会主催）。
　会場には故やなせたかしさんから
寄贈された区の防犯マスコット「新宿
シンちゃん」（写真右）や、四谷地域セ
ンターのマスコット「ハットくん」（写
真左）が登場しました。

新宿区名誉区民・故やなせたかしさん新宿区名誉区民・故やなせたかしさん

生生誕誕100100周年記念講演周年記念講演をを開開催しまし催しましたた

12月

　友好提携は、明治時代の文豪・
小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）
がギリシャのレフカダ島で生ま
れ、新宿で生涯を終えたことに由
来しています。
9月21日には、友好提

携30周年を記念したモ
ニュメントの除幕式を
小泉八雲記念公園で開
催し、駐日ギリシャ大使
夫妻、レフカダ市長夫
妻、レフカダ市副市長等
が出席しました。

◀記念モニュメント「無限の未来ー
　小泉八雲終焉の地」が小泉八雲記
　念公園に設置されました

ギリシャ・レフカダ市ギリシャ・レフカダ市とのとの友好提携友好提携がが

3030周年周年を迎えましたを迎えました

9月

▲西大久保公園を活用した
　飲食スペースの確保

▲大久保通りや周辺区道で
　注意喚起等を実施

大久保地域の環境・混雑対策大久保地域の環境・混雑対策としてとして

「新大久保ルール」「新大久保ルール」を定めましたを定めました

　通行の妨げとなる飲食をしない、ポイ捨て禁止などの「新大久保ルール」を定
め、大久保通りや周辺地域の環境・混雑対策に取り組んでいます。声掛けによる
注意喚起や、飲食・滞留スペースを確保する等の対策を行い、地域の良好な生活
環境づくりを進めます。

7月

東京東京20202020オリンピック・オリンピック・

パラリンピック開催パラリンピック開催に向けたに向けた気運醸成気運醸成
　東京2020大会開催500日・250日前を
記念して、アスリートによるスポーツ教
室等を開催し、大勢の参加者でにぎわい
ました。 ▲250日前記念イベント・シッティング

　バレーボール教室▼500日前記
　念イベント・
　走り方教室

　区施設では、東京2020大会エンブレム等
でラッピングする「新宿シティドレッシン
グ」を施し、区内をオリンピック・パラリン
ピック色に染め上げています。また、区が主
催する各イベントでは、区独自ボランティ
ア「新宿2020サポーター」の皆さんが活躍
しています。

◀▲9月～11月に実施し
　たラグビーワールドカ
　ップ2019（TM）パブリ
　ックビューイングで　
　は、新宿2020サポー　
　ターが会場案内やブー
　ス運営を補助

◀区役所第一分
　庁舎の壁面ラ
　ッピング

▲11月末に国立競技場が完成

3月

3月

12月
9月

11月
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アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

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・原付を定期利用する方へ
◆自転車等駐輪場

◆路上自転車等駐輪場

◆自転車等整理区画

令和2令和2年年44月月～～33年年33月の月の 定期利用者を募集
通勤・通学等で自転車・原動機付自転車の駐輪施設の利用を希望する方は、申請してください。
※原動機付自転車の駐輪施設利用は、排気量が50cc以下の第一種原動機付自転車に限ります（第二種原動機付自転車、自動二輪車、ミニカーは対象外）。
※一部の駐輪場では、収容台数を大幅に上回る応募があります。駐輪場を一時的に利用する方は、1日利用・時間利用をご活用ください。

▶下表の申請窓口
　1月8日㈬～2月3日㈪午前7時
～午後7時（日曜日、祝日を除く）
※高田馬場駅第一自転車等駐輪
場は午前5時～翌午前1時（日曜
日、祝日も受け付け）
※高田馬場駅第二自転車等駐輪
場は午後9時まで
▶交通対策課自転車対策係（本
庁舎7階）・特別出張所…1月8日
㈬～2月3日㈪午前8時30分～午
後5時（土・日曜日、祝日を除く）

★交通対策課自転車対策係（〒
160-8484歌舞伎町1―4―1、本
庁舎7階）では、郵送（2月3日㈪
（消印有効））・電子申請（新宿区ホ
ームページからリンク）も受け
付けます。

★収容台数を超えた施設は、抽選を行います。
抽選の有無にかかわらず、申請の結果は3月上
旬に申請者全員に郵送でお知らせします。
★当選した方は、交通対策課から郵送する
「利用申請結果通知」「納付書」と利用料金
（右表）を指定の自転車等駐輪場にお持ちの
上、手続きしてください（新大久保駅・中井駅
南・北自転車等駐輪場は、ゲート式駐輪場の
ため、「定期利用カード」の登録が必要です）。
利用料金は、指定の銀行・郵便局等から振り
込みもできます。振り込みで支払った方に
は、駐輪票と承認通知書を郵送します。
★抽選に外れた方には「補欠通知」をお送り
します。空きが生じた場合、3月26日㈭以降、
補欠番号順にご案内します。

　道路上に暫定的に整備した駐輪区画です。駐輪機（ラック）はなく、区画内に順番に
駐輪します。原動機付自転車も利用できます（牛込神楽坂駅を除く）。
【定期利用期間・利用時間】「12か月」のみ、いずれも24時間

◎4月から自転車等駐輪場・路上自転車等駐◎4月から自転車等駐輪場・路上自転車等駐◎
輪場を「1か月」「3か月」「6か月」で定期利用し、令
和3年3月まで利用を継続する場合は、利用有
効期間内にあらためて手続きが必要です。

▶利用申請書（電子申請の場合は不要）
※申請書は、申請窓口（下表）・交通対策課・
特別出張所で配布しています。新宿区ホ
ームページからも取り出せます。
◎個別に必要な書類

▶学生…学生証のコピー
※自転車等整理区画を申請の方は不要
▶原動機付自転車の利用を申請する
方…標識交付証明書（税務課で発行）の
コピー
▶利用料の減額・免除の対象になる方…
減額・免除申請書（申請窓口で配布。新宿
区ホームページからも取り出せます）、
手帳のコピー・保護証明書など減免の対
象であることが分かる書類
【利用料減額・免除の対象】
●身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害
者保健福祉手帳をお持ちの方
●生活保護を受けている方
●中国残留邦人等支援を受けている方

●申請窓口に必要書類をお持ちください。交通対策課では、郵送申請・電子
申請も受け付けます。

●駐輪施設は、イベント開催や工事等で一時的に利用できない場合があり
ます。

▪申請窓口と受付時間 ▪申請後の流れ
定期利用の料金▪申請に必要な書類

区分 一般 学生
自転車等駐輪場

自転車

1か月 1,800円 1,400円
3か月 5,000円 4,000円
6か月 10,000円 8,000円

12か月 20,000円 16,000円

原動機付
自転車

1か月 3,000円 2,400円
3か月 8,400円 6,600円
6か月 16,800円 13,200円

12か月 33,600円 26,400円
路上自転車等駐輪場

自転車

1か月 600円 500円
3か月 1,700円 1,400円
6か月 3,400円 2,800円

12か月 6,800円 5,600円
自転車等整理区画
自転車

12か月
5,000円

原動機付
自転車 8,000円

　駅周辺の専用の敷地に整備し
ています。高田馬場駅第一・第三、
下落合駅、中井駅南・北、新大久保
駅、牛込柳町駅は、原動機付自転
車も利用できます。
【定期利用期間】「1か月」「3か月」
「6か月」「12か月」から選択
【利用時間】▶高田馬場駅第一…午
前5時～翌午前1時（1月1日～3日
は休み）、▶高田馬場駅第二…午前
7時～午後9時（日曜日・祝日・年末
年始は休み）、▶その他…24時間
★国立競技場駅を除き、1日利
用・時間利用もできます。

自転車等駐輪場 自転車等整理区画

8駅11か所

14駅39区画

　駅周辺等の道路上に駐輪機
（ラック）を設置した駐輪場で
す。原動機付自転車の定期利用
はありません。
【定期利用期間・利用時間】
「1か月」「3か月」「6か月」「12か
月」から選択、いずれも24時間
★都電早稲田駅と新宿駅の一部
を除き、時間利用もできます。

路上自転車等駐輪場

5駅34か所

駐輪場の名称 定期利用の申請窓口
東新宿駅

（4か所）
新大久保駅自転車等駐輪場

（百人町2―3）☎（5285）4607

都電早稲田駅
（1か所）

高田馬場駅第一自転車等駐輪場
（高田馬場4―10―2、新宿リサイ
クル活動センター地下1階）
☎（5386）3310

四谷三丁目駅
（5か所）

曙橋駅自転車等駐輪場（片町5）
☎（3226）4866

新宿駅
（19か所）

新宿駅西口駐輪センター
（西新宿2―1）☎（3340）0448

落合駅（5か所）中井駅北自転車等駐輪場（中落合
1―18先）☎（3954）6211

整理区画の名称 定期利用の申請窓口
新宿駅（7区画）

新宿駅西口駐輪センター（西新宿2―1）☎（3340）0448
新宿西口駅（1区画）
西新宿五丁目駅（1区画）
新宿御苑前駅（4区画）
信濃町駅（1区画）
高田馬場駅（6区画） 高田馬場駅第一自転車等駐輪場（高田馬場4―10―2、新宿リ

サイクル活動センター地下1階）☎（5386）3310 早稲田駅（2区画）
若松河田駅（1区画）

神楽坂駅自転車等駐輪場（矢来町104）☎（3267）0890牛込神楽坂駅（1区画）
飯田橋駅（5区画）
曙橋駅（1区画） 曙橋駅自転車等駐輪場（片町5）☎（3226）4866市ケ谷駅（4区画）
大久保駅（2区画） 新大久保駅自転車等駐輪場（百人町2―3）☎（5285）4607
落合南長崎駅（3区画） 中井駅北自転車等駐輪場（中落合1―18先）☎（3954）6211

駐輪場は1日利用・時間利用もできます

駐輪場の名称 定期利用の申請窓口

高田馬場駅第一 高田馬場駅第一自転車等駐輪場
（高田馬場4―10―2、新宿リサイ
クル活動センター地下1階）
☎（5386）3310高田馬場駅第三

高田馬場駅第二 高田馬場駅第二自転車等駐輪場
（高田馬場2―19）☎（3368）4032

新大久保駅 新大久保駅自転車等駐輪場
（百人町2―3）☎（5285）4607

牛込柳町駅
神楽坂駅自転車等駐輪場

（矢来町104）☎（3267）0890牛込神楽坂駅
神楽坂駅

国立競技場駅 新宿駅西口駐輪センター
（西新宿2―1）☎（3340）0448

下落合駅 中井駅北自転車等駐輪場
（中落合1―18先）
☎（3954）6211

中井駅南
中井駅北

駐 輪 施 設 1月8日（水）～
2月3日（月）

申請は

現在、定期利用している方も
4月からの利用申請が必要です

申請の方法
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　事前の申し込みは必要ありませ
ん。買い物等で一時的に止めるとき
にご活用ください。
● 1日利用の料金
▶自転車…100円
▶原動機付自転車…200円

●時間利用の料金
▶自転車…2時間以内無料、
　その後は24時間に付き100円
　�▶原動機付自転車・自動二輪車…2時
間以内無料、その後は1時間に付き
100円

★四ツ谷駅路上自転車等駐輪場・四ツ谷駅自転車等整理区画は令和2年3月31
日㈫に廃止します。四ツ谷駅の駐輪施設は、新たに整備する再開発ビル（コモレ
四谷）の地下駐輪場をご利用ください。

【問合せ】コモレ四谷地下駐輪場管理会社☎050（5374）1467へ。
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※1
※1

※2
※2※2※2

　地域センターは、区民の皆さんに、コミュニティ活動の活性化・情報交換・ふれあいの場として利用し
ていただくことを目的に、地域住民等で構成する地域センター管理運営委員会が運営を行っています。
管理運営委員会に参加すると、地域センターまつりの開催や、地域の情報を伝える地域誌の発行、映画
会・クッキング講座などのコミュニティ事業の実施など、さまざまな活動を通して、地域の方と交流の
場を持つことができます。管理運営委員会で一緒に活動してみませんか。
【問合せ】地域コミュニティ課コミュニティ係（本庁舎1階）☎（5273）4127へ。

　委員の定数・任期や組織等は、会
則で定められ、各管理運営委員会
で異なります。活動への参加に興
味がある方は、各地域センター（下
表）へお問い合わせください。

手作りみそ講座 

【日時】1月12日㈰午後1
時～4時
【会場】新宿消費生活セン
ター分館（高田馬場1―32―10）
【対象】区内在住・在勤の方、16名
【内容】米こうじを使ってみそ作り
【費用】1，500円（材料費）
【持ち物】三角巾・エプロン・タオル
【主催・申込み】往復はがきに4面記入
例のとおり記入し、1月5日（必着）まで
に、新宿区消費生活モニターOB会
（〒169-0075高田馬場1―32―10、新
宿消費生活センター分館内）へ。応募者
多数の場合は抽選。
【問合せ】同会・友永☎090（7219）
1138へ。

マンション

管理組合交流会 

【日時】1月25日㈯午後1時30分～4時
30分（午後1時から受け付け）
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】区内分譲マンションの管理組合
役員、区分所有者、40名（各テーマ10

名）
【内容】区のマンション管理相談員等
を交えた分科会（テーマは▶管理組合
運営の勘どころ～理事会運営の工夫、
▶管理会社との付き合い方、▶管理
費・修繕積立金について、▶大規模修繕
工事に向けた取り組み）
【申込み】1月8日㈬～20日㈪に電話か
ファックス（4面記入例のほか参加希
望テーマを記入）または直接、住宅課居
住支援係（本庁舎7階）☎（5273）3567・
㋫（3204）2386へ。先着順。

講座「生き生き老後のために」 

●生前整理
　～荷物の片づけ
【日時】2月1日㈯午後2時
～4時
【対象】区内在住・在勤・在
学の方、30名

【講師】柴田典子／エンディングデザイ
ン・コンサルタント
【会場・申込み】12月27日㈮から電話
かファックス（4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
（日曜日、祝日、12月29日㈰～1月3日
㈮を除く）・㋫（3341）0740へ。先着
順。

魚のおろし方教室 

　区内の鮮魚店
店主が一人一人
に教えます。
【日時】2月2日㈰午前10時～12時
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】区内在住の16歳以上で初めて
教室に参加する方、12名
【持ち物】先の尖った包丁（出刃包丁な
ど）、ふきんほか
【申込み】往復はがき（1枚に付き1名）
に4面記入例のとおり記入し、1月9日
（必着）までに産業振興課産業振興係
（〒160-0023西新宿6―8―2、BIZ新
宿4階）☎（3344）0701へ。応募者多数
の場合は抽選。

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号

（往復はがきの場
合は、返信用にも
住所・氏名）

※往復はがきは、各
記事で指定がある場
合のみ。
※費用の記載のない
ものは、原則無料。

講座・
催し等の
申し込み

はがき・ファックスの記入例

地域センター 問合せ
四谷

（内藤町８７）
☎（3351）3314
㋫（3351）3324

牛込簞笥
（簞笥町15）

☎（3260）36７７
㋫（3260）3324

榎町
（早稲田町８5）

☎（3202）８5８5
㋫（3202）24７８

若松
（若松町12－6）

☎（3209）6030
㋫（3209）6031

大久保
（大久保2－12－７）

☎（3209）3961
㋫（3209）3962

戸塚
（高田馬場2－1８－1）

☎（3209）８001
㋫（3209）８331

落合第一
（下落合4－6－７）

☎（3954）1611
㋫（3951）5７34

落合第二
（中落合4－1７－13）

☎（3951）9941
㋫（3951）9310

柏木
（北新宿2－3－７）

☎（3363）７036
㋫（3363）3７33

角筈
（西新宿4－33－７）

☎（33７７）13７3
㋫（33７７）13７5

あなたも
参加してみませんか 地域センター管理運営委員会をご紹介します地域センター管理運営委員会をご紹介します

管理運営委員会に
ご興味のある方へ

　建築物や道路、公園など、すべての都市施設について、ユニバー
サルデザインに配慮した整備を推進するため、（仮称）新宿区ユニ
バーサルデザインまちづくり条例の骨子案のパブリック・コメン
トを実施し、63件のご意見をいただきました。今後は、いただいた
ご意見を参考に条例の制定に向けて取り組みます。
　いただいたご意見の要旨と区の考え方、条例骨子等は、都市計画課、
区政情報課（本庁舎3階）、区政情報センター（本庁舎1階）、特別出張所、区
立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。
【問合せ】都市計画課都市計画係（本庁舎8階）☎（5273）3527へ。

パブリック・コメントの
実施結果を公表していますす

ご意見
ありがとう
ございました

ユニバーサルデザインまちづくり条例骨子案

自転車の保険に加入しましょう自転車の保険に加入しましょう
4月1日から、東京都では、自転車利用中の事故によ
り、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠
償できる保険等への加入が義務化されます。
　損害保険会社が扱う火災保険や自動車保険等には
「個人賠償責任保険」を特約として追加できます。ご自
身の加入している保険を確認の上、詳しくは、各損害
保険会社にお問い合わせください。
　また、自転車安全整備店で点検整備（有料）を受け、それを証明す
る「TSマーク（右図）」を自転車に貼ると、傷害保険・賠償責任保険
に加入できます。
【問合せ】交通対策課交通企画係（本庁舎7階）☎（5273）4265へ。

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

区民保養施設の利用申し込み区民保養施設の利用申し込み

４月１日～５月６日宿泊分

◎抽選（区民抽選予約）
　区内在住の方のみ申し込めます。
【申込期間】1月1日～10日（必着）
【申込方法】受付窓口・特別出張所・生涯
学習スポーツ課で配布の「抽選はがき」
でお申し込みください。1月18日㈯こ
ろまでに結果通知が届かない場合は、
受付窓口へお問い合わせください。
◎空き室予約
　抽選後の空き室は、区内在住の方
のみ申し込める「区民優先予約（当選
者を含む）」、どなたでも申し込める「一
般予約」の順に、それぞれ先着順で、電
話か受付窓口で予約を受け付けます。
空き室の状況は、受付窓口・特別出張
所のほか、㈱日本旅行の空室情報ホー
ム ペ ー ジ（㋭http://ntasports.net/
shinjukuku/）でも確認できます。
【申込開始日】▶区民優先予約…1月21
日㈫
▶一般予約…2月1日㈯
※箱根つつじ荘に宿泊する方には、小
田急線の運賃割引証を発行します。
※利用のご案内「区民保養施設ハンド
ブック」は、抽選はがきとともに受付窓

口・特別出張所・生涯学習スポーツ課で
配布しています。
【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯
学習スポーツ係（本庁舎1階）☎（5273）
4358

グリーンヒル八ヶ岳からのお知らせ

●新宿駅西口発観光バスツアー
　往復バスと宿泊・観光（2泊3日）のセ
ットです。申し込みには事前に宿泊予
約が必要です。
【4月の出発日・コース】▶6日㈪…あん
ず花畑、三嶋大社（重要文化財）、▶14
日㈫…高遠城址公園、富士河口湖さく
ら祭り、▶20日㈪…馬見塚公園、小諸
城址懐古園
【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳☎0551
（32）7011へ。
●平日限定冬季宿泊プラン
【期間】3月6日㈮までの平日料金適用日
【料金】区内在住の方1室4名以上で利
用の場合…5，000円から（3歳～12歳
は3，000円から）
※2歳までは無料。区外在住の方は6，000
円から（3歳～12歳は3，600円から）
※12歳以上は別途入湯税150円がか
かります。

【受付窓口・電話】新宿区保養施設受
付（本庁舎1階）☎（52７3）3８８1

【受付日時】月～金曜日午前9時～午
後5時。土・日曜日、祝日等は㈱日本
旅行☎（5369）3902（午前10時～午
後6時。電話受け付けのみ）へ。
※12月29日㈰～1月3日㈮は、窓口・電
話いずれも受け付けを休止します。

1月１２日㈰㈰・１３日㈷㈷は

休館します

高田馬場地域交流館・
高田馬場第二児童館

　受変電工事に伴い、高田馬場地域交
流館・高田馬場第二児童館は1月12日
㈰・13日㈷の2日間、休館します。
【問合せ】高 田 馬 場 地 域 交 流 館
☎（3200）5816、高田馬場第二児童館
☎（3200）5038へ。

▲グリーンヒル
八ヶ岳

▼箱根つつじ荘

①ウォーキング講座~消防博物館
【日時・定員】1月21日㈫午前10時～12
時（20名）
②ゴーヤのつるで
バレンタインリース作り

【日時・定員】1月21日㈫午後1時30分
～3時30分（20名）
③パソコン講座～ワード基本
【日時・定員】1月24日㈮午後1時30分
～3時（5名）
④ストレッチ3B体操
【日時・定員】1月24日㈮午後1時30分
～3時30分（20名）
【内容】道具を使ってストレッチ

⑤ささえーる歌声広場
【日時・定員】1月28日㈫午前10時～11
時30分（20名）

⑥昼食を作って食べよう
【日時・定員】1月17日㈮午前9時30分
～午後0時30分（6名）
⑦無理なくできるバランスごはん
【日時・定員】1月21日㈫午前10時～午
後0時30分（6名）

⑨お手軽薬膳クッキング
【日時】1月24日㈮午後1時30分～4時
（6名）
⑩夕食を作って食べよう
【日時】1月27日㈪午後3時30分～5時
30分（6名）
………＜①～⑩共通＞………

【対象】区内在住の方
【会場・申込み】1月9日㈭までに電話ま
たは直接、同館（市谷薬王寺町51）
☎（3353）2333（12月28日 ㈯ ～1月5
日㈰を除く午前9時～午後6時）・
㋫（3353）6640へ。応募者多数の場合
は抽選。⑥～⑩は当日、400円をお支払
いください。エプロン・三角巾をお持ち
の上、爪を切っておいでください。

⑧男のおつまみ講座
【日時・定員】1月23日㈭午後2時～4時
30分（6名）

ご利用くださいご利用ください
ささえーる 薬王寺ささえーる 薬王寺

ささえーる 薬王寺は、世代に関わらず、お互いに助け合い、支え合う地
域活動の拠点です。同館では、区内在住のどなたでも利用できる多彩な講
座を開催しています。

▶チクチク
cafe

◀キャロット
ケーキ作り

▲管理運営委員会各会長・副会長の
皆さん

管理運営委員会の管理運営委員会の
活動内容活動内容

　管理運営委員会の皆さん
は、総務・企画・広報など各部
会のいずれかに所属し、ボラ
ンティアとしてそれぞれの役
割に基づいた活動をしていま
す。

【所在地】市谷薬王寺町51、薬王寺児童
館等複合施設2階
【アクセス】▶電車…都営新宿線曙橋駅徒
歩8分・都営大江戸線牛込柳町駅徒歩5分、
▶バス…※1都営バス（白61）「薬王寺町」
下車徒歩2分・※2都営バス（早81・高71・宿
75）「市谷仲之町交差点」下車徒歩）「市谷仲之町交差点」下車徒歩）「市谷仲之町交差点」下車徒 5分

ささえーる 薬王寺

（薬王寺地域ささえあい館）

総務
地域センターの利用方法や施設
運営の検討・調整

企画
映画会やクッキング講座などの
イベントの企画・運営

広報
地 域 セ ン タ ー
の 催 し や 地 域
の 行 事 な ど の
情 報 を 掲 載 し
た 地 域 誌 の 発
行

その他
全館を挙げたイベント・地域セン
ターまつりの開催

区立障害者福祉センターの

講座 

①福祉公演会「ウクレレ弾き語り～君
にファイト」
【日時】1月20日㈪午後1時30分～3時
【内容】膠原病と闘いながら音楽や仕事
に挑戦するれいさん（シンガーソング
ライター）の体験談とウクレレコン
サート
②講演会「障害のある方が地域で暮ら
せる支援体制」
　障害のある方への支援体制の現状や
取り組みをお話しします。
【日時】1月21日㈫午前10時～12時
【講師】福岡寿／日本相談支援専門員協
会顧問

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】当日直接、区立障害者福
祉センター（戸山1―22―2）☎（3232）
3711・㋫（3232）3344へ。先着80名程
度。手話通訳あり。

任意後見講座・

任意後見事業説明会 

①任意後見講座
【日時】2月4日㈫午後1時30分～2時50分
【対象】区内在住・在勤・在学の方、区内
在住の方の親族、40名
【内容】任意後見制度の仕組み、利用ま
での流れ（講師は小野田朋恵／弁護士）
②任意後見事業説明会
【日時】2月4日㈫午後3時～4時
【対象】区内在住の方、区内在住の方の
親族、40名
【内容】区社会福祉協議会の任意後見事
業の内容、利用方法、利用料金ほか

………＜①②共通＞………
【会場】区社会福祉協議会（高田馬場1
―17―20）
【申込み】1月28日㈫までに電話かはが
き・ファックス・電子メール（4面記入

例のほか区内在住・在勤・在学・区内在
住の方の親族の別、希望する回（①②の
別）を記入）または直接、区成年後見セ
ンター（〒169-0075高田馬場1―17―
20）☎（5273）4522・㋫（5273）3082・
㋱skc@shinjuku-shakyo.jpへ。応 募
者多数の場合は抽選し、結果は落選者
にのみお知らせします。

ボランティアのための

朗読講座 

●ボランティア活動したい方向け
【日時】2月8日㈯・15日㈯午後2時～4
時（全2回）
【対象】講座修了後、区内で活動できる
方、30名
【内容】視覚障害者・幼児・高齢者への朗
読の基本（講師はぐるーぷ・カナリヤ）
【会場・申込み】電話かはがき・ファック
ス（4面記入例のとおり記入）で1月24
日（必着）までに区社会福祉協議会視覚
障害者交流コーナー（〒169-0075高
田馬場1―17―20）☎・㋫（6233）9555
へ。応募者多数の場合は抽選。

新宿区登録手話通訳者選考試験

　合格した方は、聴覚に障害のある方
の生活の利便と社会参加の促進のた
め、地域で活動していただきます。
【日時】2月16日㈰午前9時から（変更の
場合あり）
【会場】区役所本庁舎
【対象】区内在住・在勤で、区の手話講習
会の上級以上を修了、またはこれに相
当する手話技術を習得している方
【選考】筆記（社会福祉に関する知識
等）、手話の読み取り、手話表現、面接
【申込み】封書（任意の用紙（様式は新宿
区ホームページから取り出せます）に
4面記入例のほか年齢、修了した最終
の講習会名と修了年度、手話通訳士資
格または地域登録の有無、在勤の方は
勤務先の名称・電話番号を記入し、返信
用封筒（長形3号・84円切手を貼る）を
同封）で、1月14日（必着）までに障害者

福祉課福祉推進係（〒160-8484歌舞
伎町1―4―1、本庁舎2階）☎（5273）
4516・㋫（3209）3441へ。申込者には2
月3日㈪までに詳しい内容を連絡します。
また、新宿区ホームページに試験の出題
傾向を掲載しています。

シルバー人材センター

新規会員募集

　センターの会員になって就業を希望
する方は、説明会にご参加ください。入
会した方には後日、接遇研修や就業相
談会があります。
【説明会日時】▶1月15日㈬午前10時
から・午後1時30分から、▶1月16日㈭
午前10時から
【対象】区内在住の60歳以上で、健康で
就業意欲のある方
【会場・申込み】電話で同センター（新宿
7―3―29）☎（3209）3181へ。

家族介護者交流会 

　高齢のご家族を介護している方、介
護していた方が集まって、介護の悩み
を語り合ったり、情報交換を行う場で
す。当日直接、会場へおいでください
（途中入退場自由）。
【1月の日時・会場】▶四谷の会…9日㈭午
後1時30分～3時30分／四谷保健センター
等複合施設（四谷三栄町10―16）、▶フレ
ンズ2…28日㈫午後1時30分～4時／高
齢者福祉施設神楽坂（矢来町104）、▶わ
きあいあい…8日㈬午後1時30分～3時
30分／マザアス新宿（新宿7―3―31）、
▶大久保・あった会…14日㈫午後1時30
分～3時30分／大久保地域センター（大
久保2―12―7）、▶ひとやすみの会…25
日㈯午後1時30分～4時／新宿リサイク
ル活動センター（高田馬場4―10―2）、
▶かずら会…17日㈮午後2時～4時／落
合第二地域センター（中落合4―17―13）
【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第二
係（本庁舎2階）☎（5273）4254へ。介護
のために参加が難しい方は、ご相談く
ださい。



★ 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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かるた会 

①西落合図書館
【日時】1月11日㈯午後３時～４時
【会場】同館（西落合４同館（西落合４同館（西落合 ―1４―1４ ３―17）☎（３―17）☎（３ ３95４）
４３7３
【対象】未就学児…1０名、小学生…1０名
②鶴巻図書館
【日時】1月12日㈰午前1０時３０分～11
時３０分
【会場】同館（早稲田鶴巻町521）☎（３2０8）
2４３1
【対象】小学生まで、1０名
【内容】取り札が絵本のかるた取り
③こども図書館
【日時・内容・対象】1月1３日㈷▶午前
11時～11時４5分…カルタ作り・絵合
わせカルタ大会／5歳～小学３年生、
▶午後1時３０分～2時３０分…おはなし
カルタ・絵本でカルタ大会／小学6年
生まで、各回2０名
【会場】同館（大久保３―1―1、中央図書
館内）☎（３３6４）1４21
………＜①～③共通＞………

【申込み】①②は12月27日㈮から電話
または直接、会場の図書館へ。③は当日

直接、会場へ。いずれも先着順。

特別支援学級・新宿養護学校

連合作品展 

【日時】1月17日㈮～29日㈬午前9時～
午後5時
【会場】新宿文化センター（新宿6―1４
―1）
【内容】児童・生徒の図画工作・書写等の
展示
【参加校】▶愛日小学校（若竹学級）、▶東
戸山小学校（若草学級）、▶花園小学校
（新苑学級）、▶落合第二小学校（若葉学
級）、▶柏木小学校（柏葉学級）、▶四谷
中学校（新苑学級）、▶西新宿中学校（E
組）、▶新宿中学校（若草学級）、▶新宿
養護学校
【問合せ】教育支援課特別支援教育係
☎（３2３2）３０7４へ。

世界に一つのスノードーム作り 

【日時】1月25日㈯午後1時３０分～2時
３０分・午後３時～４時
【対象】未就学児と保護者、各回３０名
【内容】スノードーム作り、冬
がテーマの絵本の読み聞か
せ・手遊びほか
【会場・申込み】12月27日㈮から電話ま
たは直接、西落合図書館（西落合４―1３

新春福袋の配布 

　図書館員おすすめの本（幼児・小学生
は2冊、中学生以上は３冊）を貸し出し
ます。貸出カードと2～３冊の貸出枠が
必要です（なくなり次第終了）。
【日時】1月5日㈰から
【会場・問合せ】鶴巻図書館（早稲田鶴巻
町521）☎（３2０8）2４３1へ。

中央図書館上映会 

【日時・上映作品】▶水曜上映会…1月8
日㈬午後2時から（午後1時４０分開場）
／「銀二貫①」（2時間8分）、▶映画の夕
べ…1月17日㈮午後6時から（午後5時
４０分開場）／「デイ・アフター・トゥモ
ロー」（2時間４分・字幕）
【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ
クセンター8階プラネタリウム（大久
保３―1―2）へ。各日先着8０名。
【問合せ】中央図書館☎（３３6４）1４21
へ。

エチオピアの絵画展 

●テーマは「コーヒー」
【期間】1月1０日㈮～３
月11日㈬
【協力】山本純子（エチオピア・アートク

ラブ代表）
【会場・問合せ】大久保図書館（大久保2
―12―7）☎（３2０9）３812へ。

ふるさと新聞展示会 

【期間】1月11日㈯～26日㈰（1４日㈫・
16日㈭・2０日㈪は休館）
【内容】全国各地の主な地
方紙の元日号等と各地方
に関する図書の展示（展
示図書の一部は学習院女
子大学学生の紹介文あり）
【会場・問合せ】中央図書館（大久保３―
1―1）☎（３３6４）1４21へ。

新春日本の遊び 

【日時】1月11日㈯午後1時～３時３０分
【内容】羽子板等の絵付け、かるた、福笑
い、けん玉ほか。お汁粉の用意がありま
す。
【会場・申込み】当日直接、落合第二地域
センター（中落合４―４―４ 17―17―17 1３）☎（３951）
99４1へ。

ニューイヤー国際こども音楽祭 

　若松地域の学校で学ぶ2か国の子ど
もたちが合唱・合奏し、新年を祝う音楽
祭です。
【日時】1月18日㈯午後1時３０分～３時
【出演】東京韓国学校初等部、牛込仲之
小学校、富久小学校、余丁町小学校、東

戸山小学校
【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。

懐かしの映画会「シャレード」 

【日時】1月19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】12月27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４０名。

琵琶がたり 

【日時】1月19日㈰午後2時～４
時
【内容】琵琶の演奏と語り「平
家物語」、琵琶体験会、茶話会
【会場・申込み】当日直接、大久保地域セ
ンター（大久保2―12―7）☎（３2０9）
３961へ。先着４０名。

新宿NPO活動基礎講座 

●明日から使える
　ファシリテーション実践講座
【日時】1月25日㈯午後1時～5時
【対象】社会貢献活動・NPOで活躍して
いる方ほか、2０名
【内容】多様な人々が参加する会議・組
織において参加者の自由な対話で協働
を促進する方法

【費用】2,０００円（資料代等）
【会場・申込み】12月27日㈮から電話か
ファックス・電子メール（４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。

新春初笑い劇場 

【日時】1月25日㈯午後1時３０分～３時
1０分（午後1時開場）
【上映作品】「社長紳士録」（196４年）
【会場・申込み】当日直接、戸塚地域セン
ター（高田馬場2―18―1）☎（３2０9）
8００1へ。先着1００名。

講座「多様な性への理解を

深めるために」 

●トランスジェンダーってなあに？
　家族として知っておきたいこと
【日時】2月8日㈯午後2時～４時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、３０名
【講師】原ミナ汰（NPO法人共生社会を
つくるセクシュアル・マイノリティ支
援全国ネットワーク代表理事）
【会場・申込み】12月27日㈮から電話か
ファックス（４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（日曜
日、祝日等を除く）・㋫（３３４1）０7４０へ。
先着順。

　この欄は区民の方相互の情報交換
の場です。掲載行事は区の主催では
ありません。日時・会場等は予定で
す。ご自分で各主催者に内容をよく
ご確認の上、参加してください。
【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★
□職業訓練校生徒作品展’20＆匠の
技展　1月15日㈬・16日㈭午前1０

時～午後6時（16日は午後４時まで）、
新宿駅西口広場イベントコーナ
ーで。同校生徒・熟練技能士の作品
展示・販売、ものづくり体験、技能
の紹介ほか。㋓無料（一部有料の体
験あり）。㋲当日直接、会場へ。㋣東
京都職業能力開発協会☎（5211）
2３52
□アンサンブル・イシュタル第3回
演奏会に区民20名を無料招待　1
月26日㈰午後2時から（午後1時３０
分開場）、東京オペラシティリサイ
タルホール（西新宿３）で。学芸員に

よる星の話と合唱。㋲1月2０日㈪ま
でに電話で。一般は1,０００円（学生は
5００円、未就学児は無料）。㋣アンサ
ンブル・イシュタル・村上☎０7０（３11４）
9166
□東邦音楽大学ホルンアンサンブル
第21回定期演奏会 ３月7日㈯午後2
時から（午後1時３０分開場）、スペース
Do（百人町2）で。ホルンの名作と映
画・ミュージカルの名曲。㋓5００円。
㋲当日直接、会場へ。先着1００名。㋣東
邦音楽大学ホルンアンサンブル・若林
☎０8０（5679）０４52

★サークル紹介・会員募集★
□女声合唱　毎月第2・第４水曜日午
後1時～2時３０分、落合第二地域セン
ターで。ボイストレーニングと合唱。
二期会合唱団OGが指導。初心者歓
迎。㋓ 入 会 金1,０００円・月３,０００円。
㋣ エ ー デ ル ワ イ ス・高 橋 ☎０9０
（225４）００85
□気功　毎週金曜日午前1０時～11時
４5分、大久保地域センターで。6０歳～
95歳対象。㋓入会金5００円・月３,０００
円。㋣午後5時～7時に智能氣功愛好
会・村岡☎（３３59）7225

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

区公式ツイッター・

フェイスブックで

区政情報を

発信しています

　区のイベントなどをお知らせするほか、
緊急時は地震や台風等の災害関連情報を発
信しています。
【アカウント名（共通）】新宿区区政情報課
【URL】▶ツイッター…https://
twitter.com/shinjuku_info（右図）

▶フェイスブック…https://www.
facebook.com/shinjuku.info（左図）

※いずれも情報発信専用のため、投稿への
コメント等には返信しません。

【問合せ】区政情報課広報係
（本庁舎３階）☎（527３）４０6４へ。

―17）☎（３95４）４３7３へ。先着順。

韓国語のおはなし会 

【日時】1月26日㈰午後2時～３時
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿３―
2０―2）
【対象】小学３年生まで、15名
【申込み】12月27日㈮から電話はまた
は直接、北新宿図書館（北新宿３―2０―
2）☎（３３65）４755へ。先着順。

似顔絵ワークショップ 

【日時】1月26日㈰午後2時～４時
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】小学生、15名
【申込み】12月27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。

住宅まちづくり審議会

【日時】1月16日㈭午前1０時から
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、区役所本庁舎地下1階11会議
室へ。
【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7
階）☎（527３）３567へ。

情報公開・個人情報保護審議会

【日時】1月16日㈭午後2時～４時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第３委員会室へ。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎３
階）☎（527３）４０6４へ。
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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★

　区では、区の事業がどんな成果をも
たらしているか、施策や事業を分析・検
証する行政評価を実施しています。外
部評価は、学識経験者・区民・区内各種
団体の構成員で構成する外部評価委員
会が内部評価実施結果を踏まえて区民
の視点で評価するものです。
　令和元年度は、総合計画の5つの個
別施策と、5つの個別施策を構成する
22の計画事業の評価と85の経常事業
の取り組み状況の確認について外部評
価を行いました。
　個別施策の評価は、「おおむね順調に
進んでいる」と評価したのは2施策、
「やや遅れている」と評価したのは3施
策です。計画事業の評価は、「計画どお
り」と評価したのは20事業、「計画以
下」と評価したのは2事業です。また、
経常事業の取り組み状況の確認は、21
事業に外部評価意見を付しました。
　外部評価実施結果報告書は、行政管
理課・区政情報センター（本庁舎1階）・
特別出張所・区立図書館で閲覧できる

ほか、区政情報センターで有償頒布し
ています。また、新宿区ホームページで
もご覧いただけます。
● 評価結果へのご意見を募集
　内部評価結果と外部評価結果へのご
意見を1月20日㈪まで受け付けていま
す。新宿区ホームページからお寄せく
ださい。
　いただいたご意見は、内部評価と外
部評価結果を踏まえて行う区の総合判
断の参考にします。
【問合せ】行 政 管 理 課（本庁舎3階）
☎（5273）4245へ。

ペット防災講座 

【日時】1月18日㈯午後2時～3時30分
【対象】区内在住のペットの飼い主ほ
か、40名
【内容】災害からペットを守るための準
備、防災の基礎（講師は谷川のぞみ／
NPO法人社会動物環境整備協会理事
長ほか）
【会場・申込み】当日直接、戸塚地域セン
ター(高田馬場2―18―1)へ。先着順。
【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3
階）☎（5273）3148へ。

専門医による呼吸器健康相談

【日時】1月27日㈪午後1時15分～5時
【会場】新宿区保健所健診会場（西新宿
7―5―8、新宿都税事務所1階）
【対象】区内在住の15歳以上で呼吸器
の症状がある方、10名
【内容】問診、身長体重測定、肺機能検
査、胸部X線検査、診察、保健指導
【申込み】12月27日㈮から電話かファ
ックス（4面記入例のとおり記入）で健
康政策課公害保健係（第2分庁舎分館
1階）☎（5273）3048・㋫（5273）3930

へ。先着順。

未来のパパ向け健康づくり講座 

● パパ大好きって言われちゃう
【日時】2月1日㈯午前9時30分～
12時
【対象】区内在住の妊娠中の方とパート
ナー、20組
【内容】講演「必見!パパが健康で楽しく
育児できるコツ」（講師は滝村雅晴／パ
パ料理研究家）、実技「パパの育児体験
タイム」、栄養士の講話
【会場・申込み】12月27日㈮から電話
かファックス（4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。

精神保健講演会 

● 発達障害の基礎知識と接し方
【日時】2月10日㈪午後2時～4時
【会場】区役所第2分庁舎分館1階会議
室（新宿5―18―21）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、50名
【講師】加藤進昌（昭和大学発達障害医
療研究所所長）
【申込み】12月27日㈮から電話で保健
予防課保健相談係（第2分庁舎分館1
階）☎（5273）3862へ。先着順。

市民とNPOの交流サロン 

【日時】1月9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】幼稚園・保育園・イベント等で子
どもの感性を育てる参加型クラシック
プログラム「みんなのコンサート」を開
催するNPO法人みんなのことばの活
動を紹介（語り手は同法人）
【費用】1,000円（資料代等）
【申込み】12月27日㈮から電話かファッ
クス・電子メール（4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。

草間彌生美術館講演会 

● 草間彌生の“レジリエンス”
【日時】1月19日㈰午後3時～4時30分
※終了後、午後6時まで草間彌生美術
館（弁天町107）を観覧できます。
【会場】漱石山房記念館（早稲田南町7）
【講師】斎藤環（精神科医・批評家）
【費用】1,000円
【申込み】12月28日㈯～1月8日㈬に電子
メール（4面記入例のほか参加者全員の氏4面記入例のほか参加者全員の氏4
名を記入）で同美術館☎（5273）1778（木
~日曜日午前11時~午後5時30分。12月
29日㈰～1月8日㈬は休館）・㋱edu@
yayoikusamamuseum.jpへ。先着yayoikusamamuseum.jpへ。先着yayoikusamamuseum. 20名。参
加可否の連絡は、1月9日㈭以降にお知ら
せします。詳しくは、同館ホームページ
（㋭https://yayoikusamamuseum.jp/）
でご案内しています。

東京都都市計画審議会

【日時】2月5日㈬午後1時30分から
【会場】東京都庁第一本庁舎北塔（西新
宿2―8―1）
【申込み】傍聴を希望する方は、往復はが
き（1人1枚）に4面記入例のとおり記入

し、1月15日㈬（消印有効）までに東京都
都市整備局都市計画課（〒163-8001
西新宿2―8―1）☎（5388）3225へ。付
議予定案件は、同局ホームページ
（㋭http://www.toshiseibi.metro.
tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.htm）
でもご案内しています。定員15名。応募
者多数の場合は抽選。個人のプライバ
シーに関わる案件などがあるときは、会
議が一部非公開となることがあります。

オペラ「リゴレット」 

● ピアノ伴奏 ハイライト形式
【日時】2月21日㈮午後7時から
【会場】四谷区民ホール（内藤町87）
【対象】小学生以上
【費用（全指定席）】▶前売券…S席／4,000
円（ペア券7,500円）、A席／3,500円、▶当
日券…S席／4,500円、A席／4,000円
※区内在住の方は、S席・A席は1割引です
（申し込みは電話で1月31日㈮まで）。
【申込み】電話でさわかみオペラ芸術振
興財団☎0570（023）223（土・日曜日、
祝日、12月31日～1月5日を除く午前
10時～午後5時）へ。詳しくは、ホーム
ページ（㋭https://sawakami-opera.
org）でご案内しています。

特別区職員

技術職採用フォーラム

【日時】3月7日㈯午後1時～4時
【対象】令和2年度以降の特別区職員採
用試験で土木造園（土木／造園）・建築・
機械・電気の職種の受験を希望する方、
500名程度
【内容】特別区の技術職の魅力の講演、
仕事の紹介等、質問会
【会場・申込み】当日直接、明治学院大学
白金キャンパス（港区白金台1―2―
37）へ。先着順。
【問合せ】特別区人事委員会事務局任用
課採用係☎（5210）9787へ。詳しくは、
同委員会ホームページ（㋭http://
www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htm）でもご案内しています。

令和元年分

公的年金等の源泉徴収票をお送りします

● 源泉徴収票は確定申告や税金の還付
請求の際に添付する必要があります

　令和元年（平成31年）中に老齢・退
職を支給事由とする年金を受けとっ
た方に、日本年金機構から源泉徴収票
を発送します（障害年金・遺族年金は
課税されないため源泉徴収票は発行
されません）。
　年金額が年額108万円以上（65歳以
上は年額158万円以上）の方は、原則、

所得税・復興特別所得税が年金から源
泉徴収されます。源泉徴収票は、受け
取った年金の総額や、年金から差し引
いた所得税額などをお知らせするも
ので、紛失したときなどは再発行でき
ます。
【問合せ】ねんきんダイヤル☎0570
（05）1165（050から始まる電話からは
☎03（6700）1165）、新宿年金事務所
☎（5285）8611へ。

１月中旬
から順次

第49回東京都消防操法大会
四谷消防団が第3位入賞

四谷消防団が
東京都消防褒賞受賞

11月16日、東京消防庁消防学校で開
催された同大会で、新宿区代表として
出場した四谷消防団が第3位に入賞し
ました。

地域住民の生命・財産の安全確保に
従事している消防団と消防団員の功績
を讃え、令和元年度東京都消防褒賞を
受賞しました。

【問合せ】▶四谷☎（3357）0119、▶牛
込☎（3267）0119、▶新 宿☎（3371）
0119の各消防署へ。

消防団員は、仕事や学業、家事などに従事しながら、火災・風水害・震災時に活
動する非常勤・特別職の地方公務員です。災害に備えて活動する消防団は、街と
住民を守る最も身近な防災機関です。今回は、区内消防団の最新ニュースをお知
らせします。

　区役所本庁舎で、11月21日に中村功牛込消防団長、12月5日に岩田千明新宿消
防団長の任命式が行われました。消防団長の任期は2年で、中村団長は今期で2期
目、岩田団長は今期で5期目です。
　任命式は、それぞれ、中村眞一牛込消防署長、石井千明新宿消防署長の立ち会い
のもとで行われ、中村団長、岩田団長は、吉住区長から任命書を受け取りました。

消防団長任命式を実施

消防団に入団しませんか

　各消防団の区域に在住・在勤・在学する18歳以上で健康な方が入団できま
す。「まちの安全・安心を守る」ために、皆さんの力をぜひ消防団で発揮してく
ださい。興味をお持ちの方は、お近くの消防署へお問い合わせください。

▲11月20日、外部評価実施結果を吉住区長に
報告

厚生年金、国民年金（老齢・退職）など

▶東京都知事から
賞状と竿頭綬（か
んとうじゅ）を贈呈
された加古三稚四
谷消防団長が、吉住
区長に受賞報告

外部評価実施結果

消防団ニュース
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前回の展示
　（有機農産物の取り組み）

ＳＤＧｓ
人・社会・地球環境に

やさしい消費を

くらしを守る消費生活展
【日時】1月17日㈮
　　　午前11時～午後5時
　　　18日㈯
　　　午前10時～午後4時

【会場】新宿駅西口広場
　　 イベントコーナー

ステージイベント

※SDGsは、世界が直面するさまざまな問題に
対し、世界が一丸となって取り組むための17
の持続可能な開発目標です（下図）。

関東甲信越悪質商法被
害防止共同キャンペー
ンキャラクター・サギだ
もん（左）カモかも（右）

開始時間 1月17日（金） 1月18日（土）
午前11時 オープニングイベント 和太鼓演奏

午前11時30分 江戸芸かっぽれ カモかもと○×クイズ
正午 新宿いきいき体操 ニューオルリンズジャズ

午後1時 ハーモニカ合奏 クイズ！SDGｓ今でしょ！
午後1時30分 金融トラブル被害防止セミナー こま回し

午後2時 落語 スコティッシュダンス
午後2時30分 津軽三味線合奏 新宿いきいき体操

午後3時 悪質商法被害防止ミニコント ロマンティック・ジャズ・バンド

午後4時 小型家電リサイクル
～メダルプロジェクト～

消費者団体の展示
展示テーマ 団体名

人や地球にやさしいエシカル消費とSDGs 新宿区消費者団体連絡会
今だからこそ学ぶ “゙和食の文化” 新宿区消費者の会
命と環境を守る消費者と生産者のSDGs12（つく
る責任つかう責任）の取組み40年 有機農産物愛好グループすずな会
健康で美しい髪を保つために 新日本婦人の会新宿支部
野菜はどこから来て、どこに行くのか？
野菜の起源～ゲノム編集 友の会『婦人之友』愛読者
私たちの生活にかかせない発酵食品 新宿区消費生活モニターOB会
年金で暮らす私たちの今 年金者組合東京都本部新宿支部
SDGsと消費者市民社会づくり 新宿ユネスコ協会
紙パックを使ってのペン立てづくり 角筈生活学校
東京の木で家づくり 生活協同組合・消費者住宅センター

新宿ネットワーク
未来の子どもたちのため、電気は選んで使う消費
者になりましょう 北東京生活クラブ生協まち新宿
高齢化社会の課題 どうする？紙おむつごみ 新宿区のリサイクルを考える会
家計簿っておもしろい
～家計簿をつけて人生100年時代に備えましょう 東京第一友の会城西方面
ゲノム編集食品を知っていますか？ 消費者団体アクティー
協賛団体の展示

展示テーマ 団体名
暮らしを彩る山の幸染め 新宿生まれのエコ染色 NPO法人山の幸染め会新宿支部
ケナフと身近な植物の環境に優しいエコパルプと
エコ紙づくり 駒場ケナフ工房
五感で感じる花とロマンの里 松崎 早稲田大学社会科学部卯月ゼミナール

（1）持続可能な社会づくり～SDGsで考える
（2）未来への継承～100年後も伝えたい新宿 目白大学社会学部地域社会学科
災害後も住み続けられるまちの実現に向けて 工学院大学建築学部村上研究室
自然のちからで電気を作ろう 東京電力パワーグリッド㈱東京総支社
電気を正しく安全に 関東電気保安協会
おいしく新鮮な「野菜」と「果物」が食卓に届くひみつ 新宿淀橋市場協会普及活性化委員会
あまり知られていない自動販売機の社会貢献活動 全国清涼飲料連合会
家具キズ直し体験（17日）、リサイクル工作（18日） 新宿・西早稲田リサイクル活動センター
福祉作業所オリジナル商品の販売 区勤労者・仕事支援センター、ふらっと新宿
エシカル消費～あなたの消費が世界の未来を変える 消費者庁消費者教育推進課
ちょっと考えて、ぐっといい未来 エシカル消費 東京都生活文化局企画調整課
くらしを守る計量制度 東京都生活文化局計量検定所
金融トラブルに注意しましょう 東京都産業労働局貸金業対策課
ガス・電気エネルギーの自由化の紹介、
都市ガスの安全対策 東京ガス（株）中央支店
住み続ける街づくり
つるかめショップが支える暮らし 新宿商店会連合会
自助共助、防災意識を高めよう～不測の事態に備えて 新宿消防署
あなたも詐欺にねらわれている～はじまりは迷惑
メールかも 迷惑メール相談センター

令和2年を迎え、吉住区長が令
和元年の振り返りや今後の取り
組みへの抱負を語ります。1月1
日㈷～15日㈬、毎日3回、ジェイ
コムチャンネル港・新宿（11チャ
ンネル）で、放送します。
【放送時間（10分番組）】▶午前
9時から、▶午後６時20分から、
▶午後10時20分から
※番組は、新宿区ホームページ
で動画配信します。また、1月14
日㈫から、区政情報センター（本
庁舎1階）、区立図書館（所蔵は
中央・四谷・下落合図書館のみ）
でDVDを貸し出します。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）
☎（5273）40６4・㋫（5272）5500へ。
※ケーブルテレビの受信については、ジェイ
コム東京☎0120（914）000へ。

ケーブルテレビの
広報番組 新春特別番組
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一言アドバイス

止防防害被欺詐詐

10月以降、区内での犯人からの電
話は、区役所職員のほか、警察官を装
った手口が増加しています。「警視庁
〇△課」「××警察署」などと名乗り、キ
ャッシュカードや一時金を準備する
よう指示されたら注意が必要です。
　警察官が「直接自宅にカードを受
け取りに行く」「お金に関する要求を
する」ことはありません。
　似たような電話を受けたら、まず

は相手が本当に警察官であるかを各
警察署にご確認ください。
【警察署代表電話】▶牛込☎（32６9）
0110、▶新宿☎（334６）0110、▶戸塚
☎（3207）0110、▶四谷☎（3357）0110
　また、少しでも疑問や不安を感じ
た場合には、区危機管理課もご活用
ください。
【問合せ】区危機管理課危機管理係（本庁
舎4階）☎（5273）3532・㋫（3209）40６9へ。

特殊詐欺の主な種類 件数
オレオレ詐欺 1件
還付金詐欺 1件
架空請求詐欺 0件
詐欺盗 4件
合計 6件

区内の特殊詐欺被害
認知件数（11月）

※区危機管理課調べ

その電話の相手、

本物ですか？

新宿ビジネスプランコンテスト
最終審査を公開します

新たなビジネスが

生まれる瞬間に

立ち会いませんか？

35歳以下の６名の若者が革新的ビジネスプランをプレゼンテーションし、うち3
名を表彰します。審査員・指導員や企業役員等との交流会も実施しま
す。詳しくは、同コンテストホームページ（㋭https://shinjuku-sda.
com）でご案内しています（右記QRコード参照）。　
【日時】1月2８日㈫午後６時～9時
【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿６―８―2）
【申込み】12月27日㈮～1月27日㈪に電話かファックス（所定の参加申込書に必
要事項を記入）で産業振興課産業振興係（BIZ新宿、西新宿６―８―2）☎（3344）
0701・㋫（3344）0221へ。先着30名。参加申込書は同コンテストホームページか
ら取り出せます。

募集期間を1月31日㈮まで延長します

◈公衆喫煙所の整備費用の助成

　公衆喫煙所（おおむね5㎡以上）を整備す
る際に、設置・改修等の費用を助成します。
【助成金額】助成対象経費の全額（上限
は下記のとおり）
▶屋内・屋外（コンテナ型）…1,000万円
▶屋外（パーテーション型）…６00万円

◈喫煙専用室等の整備費用の助成

　喫煙専用室等（おおむね2㎡以上）を整
備しようとする中小事業者（都補助事業
の対象となる事業者を除く）などに設
置・改修等の費用を助成します。
【助成金額】助成対象経費の10分の9
（上限は400万円）

「公衆喫煙所整備費助成」「喫煙専用室等整備費助成」の募集期間を1月31日㈮
まで延長します。申込方法・要件等詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホー
ムページでもご案内しています。
【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3階）☎（5273）3８3８・㋫（3209）1441へ。

喫煙所等
整備費助成

◀林芙美子記念林芙美子記念
館にて

1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日

　安全で豊かな暮らしを守るため、新宿区消費生活展実行委員会との共催で実
施します。消費生活に関する情報を提供し、消費者団体が活動や研究の成果を発
表します。抽選で景品が当たるクイズラリーや生鮮野菜・果物等の販売もありま
す。マイバッグをお持ちの上、当日直接、会場へおいでください。
【問合せ】新宿消費生活センター（第2分庁舎3階）☎（5273）
3８34・㋫（5273）3110へ。
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