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…イベント

次世代育成協議会
【日時】2月12日㈬午前10時～12時
【会場・申込み】当日直接、区役所第2分
子ども・子 育 て会議
庁舎分館1階会議室（新宿5―18―21）
【日時】1月31日㈮午後2時30分～4時 へ。
30分
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
【会場】
区役所本庁舎6階第3委員会室
2階）☎（5273）4261へ。託児はありま
【申込み】傍聴を希望する方は、電話か せん。
ファックス
（3面記入例のとおり記入）
で子ども家庭課管理係
（ 本 庁 舎2階 ）
☎（5273）
4260・㋫
（5273）
3610へ。託
申込書・募集案内等は各担当係で配
児はありません。
布しているほか、新宿区ホームページ
障害者 施 策 推 進 協議会
から取り出せます。
【日時】
2月6日㈭午前9時30分~11時30分
介護保険調査員
【会場・申込み】当日直接、
区役所本庁舎
【対象】国籍を問わず、介護保険請求事
5階大会議室へ。
【問合せ】障害者福祉課福祉推進係（本 務または診療報酬請求事務の経験また
庁 舎2階 ）☎
（5273）4516・㋫（3209） は知識があり、ワード・エクセルの操作
3441へ。手話通訳・要約筆記等の配慮 ができる方、1名
が必要な場合は、2月3日㈪までに同係 【勤務期間】4月1日から1年間
【勤務日時】月～金曜日午前9時～午後
へご連絡ください。
4時
情報公開・個人情報保護審議会
【勤務内容】介護給付費明細書の内容点
【日時】
2月6日㈭午後2時～4時
検ほか
【会場・申込み】当日直接、
区役所本庁舎 【報酬
（月額）等】21万円程度。期末手当
6階第2委員会室へ。
あり。交通費支給（上限あり）、社会保険
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3 等に加入
階）☎（5273）
4064へ。
【選考】▶1次…書類・作文、▶2次…面
接
高齢者 保 健 福 祉 推進協議会
【勤務場所・申込み】所定の申込書、作文
【日時】
2月10日㈪午前9時30分～11時 （A4判横書き原稿用紙に「介護保険制
30分
度について考えること」をテーマに自
【会場・申込み】当日直接、
区役所本庁舎 筆で800字程度）を、2月14日㈮までに
5階大会議室へ。
介護保険課給付係
（〒160-8484歌舞
【問合せ】地域包括ケア推進課地域包括 伎 町1―4―1、本 庁 舎2階 ）☎（5273）
ケア推進係
（ 本 庁 舎2階 ）☎（5273） 4176へ郵送（必着）またはお持ちくだ
4193へ。
さい。
◀牛込第一中学校
校長と番組MC

ケーブルテレビの広報番組

2月は
わたしのまち新宿
僕たち私たちの学校紹介のコーナー
では牛込第一中学校の全校給食を取り
上げます。
「 進め！新宿なんでも調査
員」のテーマは新宿区の食育推進です。
● 番組の放送
2月1日㈯～29日㈯、ジェイコムチャ
ンネル港・新宿
（11チャンネル）
で、
▶午
前9時から、▶午後6時35分から（15日
㈯は午後8時40分から、
21日㈮は午後
8時30分から）
、▶午後11時からの毎日
3回放送します（20分番組）。
※番組は、新宿区ホームページでも動

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

日時・会場等は予定です。
【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★
□米国高校生受入れホストファミ
リー募集 6月27日㈯～29日㈪・7月
4日㈯～15日㈬の計13泊。
米国ワシン
トンDC地区の高校生が来日。食費補
助支給あり
（1泊2,500円）
。
㋲2月28日
㈮までに電話で。
先着5家庭。㋣午前9
時～午後4時30分に国際教育振興会
ホームステイ係☎
（3359）
9620

▶牛込第一中学校図
書室でインタビュー

…講座

女性の健康支援員（一）・（二）
【対象】国籍を問わず看護師の資格をお
持ちで、ワード・エクセルの操作ができ
る方、各1名
【勤務期間】4月1日から1年間
【勤務日時】▶（一）…原則として月～
金 曜 日 の う ち 週4日、1日7時 間30分、
▶（二）…原則として月～金曜日のう
ち週1日、1日6時間
【勤務内容】女性の健康に関する相談・
健康増進に関する知識の普及啓発
【報酬（月額）等】▶（一）…22万7,000円
程度。期末手当あり。社会保険等に加
入、▶
（二）…4万5,000円程度。いずれ
も交通費支給（上限あり）。
【 選 考 】▶（ 一 ）…1次 ／ 書 類・論 文、2
次 ／ 面 接（2月 中 旬 ）、▶（二）…1次／
書類、2次／面接（2月中旬）
【勤務場所・申込み】
所定の申込書と資格
を証明する書類の写しのほか、
（一）
は論
文
（課題は募集案内に掲載）
を、
2月7日㈮
までに四谷保健センター
（〒160‐0008
四谷三栄町10―16）
☎
（3351）
5161へ郵
送
（必着）
またはお持ちください。

精神障害者相談支援 員
【対象】精神保健福祉士の資格をお持ち
で、精神障害者支援の実務経験がある
方、若干名
【勤務期間】4月1日から1年間
【勤務日時】月～金曜日午前8時30分～
午 後5時15分 の う ち7時 間30分、週30
時間
【勤務内容】措置入院者等への退院後の
支援ほか
【勤務場所】保健予防課、牛込保健セン
ター（弁天町50）
【報酬（月額）等】26万5,000円程度。交

5月7日～5月31日宿泊分

通費支給
（上限あり）
。
期末手当あり。
社
会保険等に加入
【選考】
▶1次…書類・論文、
▶2次…面接
【申込み】所定の申込書
（写真を貼る）
、
精神保健福祉士登録証の写し、
論文
（原
稿用紙に「精神障害者への支援につい
て」をテーマに1,200字以内）を2月14
日 ㈮ までに保健予防課保健相談係
（〒160-0022新宿5―18―21、
第2分庁舎
分館1階）☎
（5273）
3862へ郵送
（必着）
またはお持ちください。

特別支援教育介助員等
①特別支援教育推進員
【対象】
国籍を問わず小・中学校、
特別支
援学校教諭・養護教諭のいずれかの普
通免許状、特別免許状または臨時免許
状をお持ちの方
（令和2年3月31日まで
に取得見込みの方を含む）
、
20名程度
【勤務内容】発達障害等のある児童・生
徒への支援、
担任の指導補助
【報酬
（月額）
】
22万6,000円程度
②特別支援教育介助員
【勤務内容】
特別支援学級の学級運営補
助、
肢体不自由児等の介助
【報酬
（月額）
】
16万5,000円程度
【定員】
18名程度
………＜①②共通＞………
【勤務期間】
4月1日から1年間
【勤務場所】
区立小学校・中学校
【選考】▶1次…書類、▶2次…面接
（2月
上旬）
【申込み】
所定の申込書、
資格証の写し、
返 信 用 封 筒（84円 切 手 を 貼 る ）を1月
30日㈭までに教育支援課特別支援教
育係
（ 〒169-0072大 久 保3―1―2、新
宿コズミックセンター内）☎
（3232）
3074へ郵送（必着）またはお持ちくだ
さい。

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

【受付窓口・電話】新宿区保養施設受
付
（本庁舎1階）☎（5273）3881
◀令和元年度メニ
【受付日時】
月～金曜日午前9時～午
ューコンクール最優
秀賞受賞置田琉菜さ
後5時。土・日曜日、祝日等は㈱日本
んと番組MC
旅行☎（5369）3902
（午前10時～午
画配信します。また、2月10日㈪から、 後6時。電話受け付けのみ）
へ。
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 ◎抽選（区民抽選予約）
館のみ）でDVDを貸し出します。
区内在住の方のみ申し込めます。
【問合せ】
区政情報課広報係
（本庁舎3階） 【申込期間】2月1日～10日（必着）
☎
（5273）
4064へ。
【申込方法】受付窓口・特別出張所・生涯
※ケーブルテレビの受信については、
ジ 学習スポーツ課で配布の「抽選はがき」
ェイコム東京☎0120
（914）
000へ。
でお申し込みください。2月19日㈬こ
ろまでに結果通知が届かない場合は、
□水引寺子屋塾 2月27日㈭午後3時15
受付窓口へお問い合わせください。
分～5時15分、大久保地域センターで。
◎空き室予約
水引職人による水引結びから学ぶ脳活
抽 選 後 の 空 き 室 は、区 内 在 住 の 方
ワークショップ。
うつ・未病・ひきこもり
のみ申し込める「 区民優 先 予 約（当選
の20歳以上の方対象。㋓500円。㋲2月
者を含む）」、
どなたでも申し込める「一
24日㉁までに電話で。
先着10名。
㋣午後
般予約」の順に、それぞれ先着順で、電
6時～8時30分にThe Dosr
（ザ ドスル）
・
話か受付窓口で予約を受け付けます。
森岡☎080
（9871）
4056
空き室の状況は、受付窓口・特別出張
□不安の医学第27回都民講演会 2月
所のほか、㈱日本旅行の空室情報ホー
16日㈰午後1時30分～5時、
早稲田大学国
ム ペ ージ
（ ㋭ http://ntasports.net/
際会議場
（西早稲田1）
で。
「パニック症」
を
shinjukuku/）でも確認できます。
テーマにしたメンタルヘルスに関する講演。
【申込開始日】▶区民優先予約…2月21
㋓無料。
㋲当日直接、
会場へ。
先着300名。
日㈮、
▶一般予約…3月1日㈰
㋣NPO法人不安・抑うつ臨床研究会
（赤
【5月の休館日】▶箱根つつじ荘…12日
坂クリニック内）
・松元☎
（5575）
8198へ。
㈫～14日㈭、▶グリーンヒル八ヶ岳…

★ 自転車を盗まれる被害が急増！

令和2年（2020年）1月25日発行

路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています

11日㈪・12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。
【5月の出発日・コース】
▶13日㈬…鶴峯
公園と富士芝桜まつり、▶18日㈪…上
高地散策と富士見テラス、▶26日㈫…
軽井沢ハルニレテラスと奈良井宿散策
【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歳以上は入湯税150円がかかります。
●

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 ★

