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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。

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！　また、休館している区施設等もありますので、事前にご確認ください。

区民保養施設の利用申し込み箱根つつじ荘・

グリーンヒル八ヶ岳

7月１日～31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】4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。4月20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h t t p : / / n t a s p o r t s . n e t /
shinjukuku/）でも確認できます。

【申込開始日】▶区民優先予約…4月21
日㈫、▶一般予約…5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。
◎箱根つつじ荘は、7月1日㈬～3日㈮
は休館します。

【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。

【7月の出発日・コース】▶1日㈬…黒
部ダム、富士山麓花の都公園、桃狩り、

▶7日㈫…白馬スキージャンプ競技
場、富士山五合目、桃の味見

【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳☎0551
（32）7011へ。

【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。

新宿応援セール
　区と新宿区商店会連合会では、商店街の活性化のため、区内の
商店街で買い物やサービスを利用した方に総額3,000万円の金
券が当たるキャンペーンを実施します。詳しくは、広報新宿後号
でお知らせする予定です。

【問合せ】▶産業振興課産業振興係（西新宿6―8―2、BIZ新宿4
階）☎（3344）0701、▶新宿区商店会連合会事務局☎（3344）
3130へ。

6月1日～30日実施

新宿応援セール 参加店を募集
　新宿区商店会連合会にお申
し込みいただくと、新宿応援
セールに参加できます（事務費
負担等あり）。

詳しくは、4月10日㈮まで
に新宿区商店会連合会事務局
へお問い合わせください。

店舗の多言語対応・トイレ洋式化のための費用を一部助成します

おもてなし店舗支援事業補助金 申請は
4月1日㈬から

【補助金額】補助対象経費の3分の2以内
※上限額・件数は、▶多言語対応…1件10万円まで（20件程度）、▶トイ
レの洋式化…1件30万円まで（4件程度）

【申込み】所定の申請書等を4月1日㈬～3年2月26日㈮に産業振興課産
業振興係（西新宿6―8―2、BIZ新宿4階）☎（3344）0701へお持ちくだ
さい。予算金額に達し次第、受け付けを終了します。応募要項・申請書は
同係で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。

　区内の飲食業・小売
業・サービス業を営む
店舗に補助します。詳
しくは、お問い合わせ
ください。また、自動翻
訳機の導入を検討でき
るよう、無料で貸し出します。

▲自動翻訳機使用
イメージ

介護している方を介護している方を介護している方を
支援しています支援しています支援しています

認知症介護者家族会
認知症の方を介護している家族等が、

介護に必要な情報を交換したり、介護者
同士が気持ちを共有する場として開催
しています。
認知症介護者の学習会と交流会
　認知症の方を介護している家族等を
対象に開催しています。病気への理解
や対応などを学びます。介護者同士の
交流の場としてもご活用ください。

医師が個別に相談をお受けしています医師が個別に相談をお受けしています医師が個別に相談をお受けしています医師が個別に相談をお受けしています医師が個別に相談をお受けしています医師が個別に相談をお受けしています

認知症は誰もがなる可能性がある病気です。家族や身近な方
について「あれ？変だな」と思ったら、早めに相談しましょう。区
では、相談・支援体制の整備や、認知症の方やご家族が安心して
暮らせるように地域で支える仕組みづくりを進めています。

【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第二係（本庁舎2階）
☎（5273）4594・㋫（5272）0352へ。

認知症になっても
安心して暮らせるまち

みんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろう

認知症サポーター養成講座
～広げようオレンジの輪

　地域での支え合いの輪を広げるため、認知症の正しい知識や、認知症の方や家族への配慮な
どを学ぶ講座です。受講した方には認知症サポーターの印「オレンジリング」（右写真）を差し上
げます。講座の日程等は広報新宿でご案内します。区では、これまでに24,000名を超える認知症サポーターが誕
生しています。地域や学校への出前講座も実施していますので、高齢者総合相談センターへご相談ください。養
成講座を受講後、さらに知識を習得して地域で活躍できるようフォローアップ講座も開催しています。

認知症は早めの気づきが大切です

　平和祈念式典への参列・施設見学、被爆者の方の体験談等を
通して戦争の悲惨さや、平和の尊さへの認識を深めます。
　派遣された方には、報告書の作成、報告会での発表（10月開
催予定）など、区の平和事業にご協力いただきます。

【派遣期間】8月8日㈯～10日㈷
※行程に含まれる交通費、宿泊費、食事代の一部は区が負担します。

【対象】平成31年4月1日以降、引き続き区内在住で、令和2年度に小学4年生～中学3年生のお子
さんと保護者、7組14名（これまで平和派遣に参加していない方）

【申込み】所定の申込書（裏面の原稿用紙に「平和派遣参加に期待すること」をテーマとした、参
加 す る 保 護 者 の 作 文（500字 程 度 ）を 記 入 ）を、4月1日 ㈬ ～14日 ㈫ に総務課総務係

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）☎（5273）3505へ郵送（必着）または直接、お持ち
ください。申込書は同係・特別出張所・地域センター・生涯学習館・子ども総合センター（新宿7
―3―29）・男女共同参画推進センター（ウィズ新宿、荒木町16）で配布しています。電子申請

（新宿区ホームページからリンク）も利用できます。
※派遣者は新宿区平和派遣選考会で選考し、結果をお知らせします。作文等は選考以外には使用し
ません。前回の長崎派遣（平成30年度）の報告書を希望する方は、同係にご連絡ください。

昨年の広島派遣
長崎への平和派遣に親子で参加してみませんか

　館内修繕工事等を実施するため、次
のとおり休館します。

【休館期間】6月20日㈯～9月6日㈰
※例年、7月15日~8月31日の宿泊利用
は、4月に抽選していますが、令和2年
度は上記期間が休館となるため、抽選
は行いません。

【問合せ】教育支援課教育活動支援係
☎（3232）1058へ。

女神湖高原学園
（ヴィレッジ女神湖）の

臨時休館

6月20日～9月6日は
休館します

男女共同参画推進会議 区民委員を募集します
　男女共同参画推進計画の進捗（しん
ちょく）状況の検証や、男女共同参画を
進めるための施策にご意見等をいただ
きます。

【対象】区内在住で、4月1日現在満20歳
以上の方、3名

【任期】7月15日から2年間
【謝礼】会議（年4回程度）に出席の都度、
10,000円

【選考】▶1次…作文、▶2次…面接（5月
29日㈮予定）

【申込み】所定の申込書と「男女共同参
画社会を実現するための区民の役割」
がテーマの作文（800字程度）を、4月21
日 ㈫ ま で に 男 女 共 同 参 画 課

（〒160-0007荒木町16、ウィズ新宿内）
☎（3341）0801へ郵送 （必着）またはお
持ちください。選考結果は5月18日㈪
ころ、応募者全員に発送します。申込書
は同課で配布しているほか、新宿区
ホームページから取り出せます。作文
は返却しませんが、選考以外には使用
しません。

　区民の方・学識経験者等で構成し、
「まちの記憶をいかした『美しい新宿』
をつくる」を目標に、景観まちづくりに
関する事項を審議しています。

【対象】4月1日現在、区内に1年以上在住
の満18歳以上、4名（外国籍の方は、日本
語で読み・書き・話すことができる方。
特別区・東京都の職員と新宿区のほか
の審議会等の委員を除く）

【任期】7月1日から2年間
【謝礼】会議（年3回程度）に出席の都度、
10,000円

【選考】▶1次…作文、▶2次…面接（5月
中旬予定）

【申込み】「新宿にふさわしい景観まち
づくりについて」がテーマの作文（800
字程度）と、作文と別の用紙に住所・氏
名・生年月日・電話番号・職業を記入し、
4月15日㈬までに郵送（必着）または直
接、景観・まちづくり課（〒160-8484歌
舞伎町1―4―4― ―4―4 1、本庁舎8階）☎（5273）
3831へ。選考結果は応募者全員にお知
らせします。作文は返却しませんが、選
考以外には使用しません。

区民委員を募集します景観まちづくり審議会

▲グリーンヒル八ヶ岳

▲箱根つつじ荘

学童クラブ・放課後子どもひろばの

運営事業者を募集します
次の小学校内で実施する児童指導業務の運営事業者を募集します。

【委託場所】
▶鶴巻小学校内学童クラブ（早稲田鶴巻町140）
▶鶴巻小学校放課後子どもひろば（早稲田鶴巻町140）
▶早稲田小学校放課後子どもひろば（早稲田南町25）
▶戸塚第一小学校放課後子どもひろば（西早稲田3―10―12）

【委託期間】9月1日～3年3月31日（事前の準備委託期間あり）
【対象】社会福祉法人・学校法人・NPO法人・株式会社等の法人格があり、平成31年4月1日現
在、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県のいずれかで放課後児童健全育成事業（類似する事業を
含む）の運営または受託実績が1年以上ある事業者

【選考】プロポーザル方式▶1次…書類、▶2次…応募事業者が運営する事業所の視察、公開プ
レゼンテーション、質疑応答

【申込み】所定の申請書等を4月27日㈪午後5時までに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・㋫（3232）0666へお持ちください。
※募集要項・申込書等は、同係で配布しているほか、新宿区ホームページからも取り出せます。
◆現地説明会・施設見学会を開催します

【日時】4月2日㈭午前9時30分～11時30分
【会場】鶴巻小学校（早稲田鶴巻町140）
【申込み】所定の申込書を4月1日㈬午後5時までにファックスで同係へ。

「新宿区子ども・子育て支援
事業計画（第二期）」を策定しました

　すべての子どもたちが健やかに自分ら
しく成長していけるまちの実現を目指し
て、「新宿区子ども・子育て支援事業計画

（第二期）」（計画期間／令和2年度～6年
度）を策定しました。
　計画書（右図）は、4月1日㈬から区政情
報センター(本庁舎1階)で有償頒布するほ
か、パブリック・コメント等でいただいた
ご意見と区の考え方をまとめた冊子とと
もに、子ども家庭課(本庁舎2階)・区政情報
センター等で閲覧できます。新宿区のホー
ムページでもご覧いただけます。

【問合せ】子ども家庭課管理係（本庁舎2階）
☎（5273）4260・㋫（5273）3610へ。

パブリック・コメント等でのご意見
ありがとうございました

計画の構成

111 計画の基本的な考え方
　計画の位置付け、点検・評価体制、計画構成等の計画全般に係
る事項を示しています。

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の
量の見込み及び確保方策

　質の高い教育・保育、地域子ども・子育て支援事業を計画的
に推進するため、「量の見込み」と「確保方策」を示していま
す。

222 目標別の取組みの方向
　4つの目標と18の施策を掲げ、子どもと子育て家庭を取り巻
く現状と課題を分析するとともに取り組みの方向を施策ごとに
示し、各事業を推進します。

商店会に
加入していない
商店の方へ

展示会等に出展する

費用の一部を補助します

　初めて参加する展示会等が対象です。
令和2年度前期分を募集

【補助金額】出展小間料・小間装飾費の3分の
2（限度額は▶国内開催…1件に付き15万
円、▶海外開催…1件に付き20万円）

【申込み】所定の申請書等を4月1日㈬～9月
30日㈬に直接、産業振興課産業振興係（西新
宿6―8―2、BIZ新宿4階）☎（3344）0701へ
お持ちください。
※予算金額に達し次第、受け付けを終了し
ます。応募要項・申請書は同係で配布してい
るほか、新宿区ホームページから取り出せ
ます。

中小企業の方へ

認知症の方と家族を認知症の方と家族を認知症の方と家族を
地域で支えよう地域で支えよう地域で支えよう地域で支えよう地域で支えよう

春の全国交通安全運動
～世界一の交通安全都市

TOKYOを目指して　　

　交通事故防止のため、日頃から「自転車安全利用五
則」を守り、運動期間中は重点項目に特に気を配りま
しょう。

【 問 合 せ 】交通対策課交通企画係（本庁舎7階）
☎（5273）4265、 牛 込 ☎（3269）0110・ 新 宿
☎（3346）0110・ 戸 塚 ☎（3207）0110・ 四 谷
☎（3357）0110の各警察署交通総務係へ。
自転車安全利用五則

①自転車は車道が原則、歩道は例外
　「自転車通行可」の標識がある・13歳未満の子ども・70歳以上
の高齢者・体の不自由な方・車道通行が危険な場合等は、歩道を
通行できます。
②車道は左側を通行
③歩道を通行する場合は、歩行者優先。自転車は車道寄
りを徐行
④安全ルールを守る
　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交
差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用
運動の重点項目

▶子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
▶高齢運転者等の安全運転の励行
▶自転車の安全利用の促進
▶二輪車の交通事故防止
▶自転車・二輪車の放置防止

4月6日㈪㈪～15日～15日㈬㈬

333

はがき・ファックスの記入例

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・講座・
催し等の
申し込み申し込み

認知症・もの忘れ相談
区内在住で「最近もの忘れが多い」と

心配のある方を対象に実施しています。
【4月の日時・会場】▶①4月2日㈭…落
合保健センター（下落合4―6―7）、▶
②4月16日㈭…戸塚高齢者総合相談セ
ンター（高田馬場1―17―20）
※時間はいずれも午後2時30分～4時

【相談医】新宿区医師会認知症・もの忘
れ相談医

【申込み】3月27日㈮から電話で①は落合
第一高齢者総合相談センター☎（3953）
4080、②は戸塚高齢者総合相談セン
ター☎（3203）3143へ。いずれも先着4へ。いずれも先着4へ。いずれも先着 名。4名。4

認知症介護者相談
　認知症の方を介護す
る中で悩みを抱えてい
る方を対象に、専門の医師による個別
相談を月1回実施しています。介護の
不安やストレス、健康状態などを気軽
にご相談ください。

【相談日時】4月6日㈪午後2時～4時
【会場】区役所第1分庁舎2階区民相談室
【相談医】西新宿コンシェリアクリニッ
ク精神科医師

【申込み】3月27日㈮から電話で高齢者
支援課高齢者相談第一係（本庁舎2階）
☎（5273）4593へ。先着3名。

◆シルバー人材センターとは

区内在住で「就業を希望する」「社
会貢献活動に参加したい」という就
業意欲のある60歳以上の方が会員
登録を行い、各自の知識や経験に応
じた仕事をする団体です。

同センターホームページ（㋭http://㋭http://㋭

www.sjc.ne.jp/shinjuku/）では、仕事内容
などを知ることができる「3分で読め3分で読め3
る！シルバー人材センターガイド」「シ
ルバー人材センターで働くいいこと」を
ご覧いただけます。就業希望の方は電話
で同センターへお問い合わせください。
◆仕事の依頼は同センターへ

【お受けできる主な仕事】▶事務補助、
▶チラシ配布、▶封入・封かん、▶家事
援助、▶育児支援、▶植木の手入れ、
▶除草、▶大工、▶襖・障子の張り替
え、▶宛て名書きほか

【問合せ】同センター（新宿7―7―7 3―3― ―3―3 29）
☎（3209）3181へ。

シルバー人材センター
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