
（6）第 2328号 …イベント …講座 令和2年（2020年）8月15日発行イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

環境影響評価書案の

縦覧・意見書の提出

●（仮称）新宿駅西口地区開発事業
◎縦覧・閲覧

【縦覧・閲覧期間】8月17日㈪～9月15
日㈫（閉館日を除く）

【縦覧時間】午前9時30分～午後4時30分
【縦覧場所】区環境対策課（本庁舎7
階）、東京都環境局環境政策課、東京都 
多摩環境事務所管理課（立川市錦町4
―6―3、都立川合同庁舎3階）

【閲覧場所】四谷特別出張所・四谷地域
センター（内藤町87）、柏木特別出張
所・柏木地域センター（北新宿2―3―
7）、角筈特別出張所・角筈地域セン
ター（西新宿4―33―7）、中央図書館

（大久保3―1―1）、環境学習情報セン
ター（西新宿2―11―4、新宿中央公園
内）

※地域センター、中央図書館、環境学習
情報センターは閉館の30分前まで閲
覧できます。
◎意見書の提出

【提出方法】環境保全の見地からの意
見、事業名、氏名、住所（法人その他の団
体は、名称、代表者の氏名、東京都の区
域内に存する事務所または事業所の所
在地）を記入し、8月17日㈪～9月30日
㈬（消印有効）に東京都環境局環境政策
課（〒163-8001西新宿2―8―1、都庁
第二本庁舎19階）☎（5388）3406へ郵
送または直接、お持ちください。
◎説明会の開催

【日時・定員】▶8月21日㈮午後7時～8
時30分、▶8月22日㈯午前10時～11時
30分、各回150名
※各回30分前から受け付けします。

【会場】新宿NSビル（西新宿2―4―1）
【問合せ】小田急電鉄㈱生活創造事業本
部新宿プロジェクト推進部☎（3349）
2478へ。

元 気 館
営業再開後のプログラム
〒169-0052 戸山3―18―1
☎（3202）6291・㋫（3202）6292

※■のプログラムは、同日に重複
して参加できません。
※祝日は夜間プログラム（午後6時～
9時）をお休みします（キッズプログ
ラムは実施）。

　対象の方には生後1か月になる月の下旬に予診票をお送りする予定です
（接種には予診票が必要）。

区は、事業者として率先して環境改善に取り組むため、「新宿区環境マネジメ
ント」を運用し、電気・ガス・水などの使用量の削減等に努めています。今回は、令
和元年度の区の取り組み結果をお知らせします。

【問合せ】環境対策課環境計画係（本庁舎7階）☎（5273）3763へ。
● 区のエネルギー使用量等の実績

令和元年度は、エネルギー使用量等を「平成30年度の実績から1.0％以上削減す
ること」を目標として取り組みました。電気・水使用量は目標を達成しましたが、他
の項目は、空調の使用期間の増加によるガス使用量の増や隔年発行の印刷物の作
成による用紙使用量の増などから目標達成できませんでした（下表参照）。今後も
業務の効率化と併せ、エネルギー使用量等の一層の削減に努めていきます。

※全260課・施設の活動報告書は新宿区ホームページで公開しています。

項目
★は目標を達成した項目 令和元年度の実績 目標値

（平成30年度の実績から1.0％削減した数値）
電気使用量★ 3,738万7,641kWh 3,778万6,445kWh
ガス使用量 335万7,652㎥ 324万6,203㎥
水使用量★ 74万109㎥ 74万8,572㎥
ガソリン使用量 5万9,165ℓ 5万8,950ℓ
用紙使用量 1億2,030万236枚 8,532万5,574枚
ごみ排出量 104万4,592kg 95万5,686kg

新宿区環境新宿区環境新宿区環境新宿区環境新宿区環境新宿区環境マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント活動結果活動結果活動結果活動結果活動結果
令和元年度

　特別図書整理のため、下記のとお
り休館します。

【休館期間】▶角筈図書館…9月9日㈬
～12日㈯、▶中町図書館…9月16日
㈬～19日㈯

【問合せ】中央図書館☎（3364）1421
へ。

9月に開催を予定していた上記イベ
ントは、新型コロナの感染拡大防止の
ため中止します。

【問合せ】▶しんじゅく防災フェスタ…
危機管理課地域防災係（本庁舎4階）
☎（5273）3874
▶多文化防災フェスタしんじゅく…多
文化共生推進課多文化共生推進係（本
庁舎1階）☎（5273）3504
▶しんじゅく耐震フォーラム…防災
都市づくり課（本庁舎8階）☎（5273）
3829へ。

開催を中止開催を中止開催を中止開催を中止開催を中止開催を中止開催を中止

しんじゅく防災フェスタ2020

多文化防災フェスタしんじゅく2020
しんじゅく耐震フォーラム2020

図書館の休館図書館の休館図書館の休館図書館の休館図書館の休館図書館の休館図書館の休館ロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンロタウイルスワクチンがが
定期予防接種定期予防接種定期予防接種定期予防接種定期予防接種定期予防接種定期予防接種のの対象対象対象になりますになりますになりますになりますになりますになります

10月1日から
無償化

ワクチンには1価ワクチンと5価ワ
クチンの2種類があり、原則同じワク
チンで接種します。
◆1価ロタウイルスワクチン

【対象】令和2年8月1日以降生まれで、
出生6週後～24週後の方

【接種回数】27日以上の間を置いて2
回
◆5価ロタウイルスワクチン

【対象】令和2年8月1日以降生まれで、
出生6週後～32週後の方

【接種回数】27日以上の間を置いて3
回

※1回目の標準的な接種期間は生後2
か月～14週6日後です。
※1価5価ともに1回目を出生14週6
日後までに接種することが推奨され
ています。
※対象の方が定期接種開始前に1回
目の接種を任意接種で受けた場合
も、残りの回数を定期接種で接種で
きます。
※任意接種で接種した分の自己負担
額の払い戻しはありません。

【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁
舎分館1階）☎（5273）3859へ。

臨時休館に伴うプログラムの料金の返金につい
ては同館1階受け付けにお問い合わせください。

臨時休館に伴う
ご返金について

キッズプ
ログラム

（満員）表示のプログラムはキャンセル待ちを受け付
けています。表示のないプログラムは定員に空きが
ある場合がありますので、お問い合わせください。

フリー型 年齢の記載のないプログラムは15歳以上対象。
●…定員24名、★…定員20名

◆フリー型プログラム
【日時・対象・内容】右表 のとおり
【費用】400円
【申込み】各プログラム開始30分前から1階受け付けで配布する整理
券をお受け取りの上、チケットを購入してください。整理券がないと
ご希望のプログラムへの参加ができません。
※フリー型プログラム参加者は在館中に限りトレーニング室の利用可。
◆トレーニング室の利用

【日時】▶月～土曜日…午前9時～午後8時45分、▶日曜日、祝日等…
午前9時～午後5時45分

【内容】ランニングマシン等の有酸素マシンや筋肉トレーニングマシ
ン、体成分測定ほか

【費用】400円。当日、同館でお支払いください。
※月～土曜日午後8時以降と日曜日、祝日午後5時以降は200円で利
用できます。
◆キッズプログラム

【日時・対象・内容】右表 のとおり
　4～6月に新型コロナの影響による臨時休館があったため、原則と
して4～6月期当選者を対象に実施しますが、定員に空きがあるプロ
グラムは募集しますので、お問い合わせください。
◆コース型・通年型プログラム
　10月～12月期の募集は行いません。募集の開始は同館ホームページ

（㋭ https://www.sportsoasis.co.jp/sh45/）でお知らせします。㋭ https://www.sportsoasis.co.jp/sh45/）でお知らせします。㋭

木曜日

シニア機能
改善体操●
9：30～10：15

ピラティス●
10：45～11：30

ボディシェイプ・
ストレッチ●■
12：30～13：15

ボディシェイプ・
ストレッチ●■
13：45～14：30

ボディシェイプ・
ストレッチ●■
15：00～15：45

リトルクラシ
ックバレエ

（年少～年長）
（満員）
16：15～17：00

姿勢改善
ヨガ●
17：30～18：15
骨盤スリム●
18：45～19：30

リラックス
ヨガ●
20：00～20：45

水曜日

らくトレ・
ストレッチ●
8：35～9：20
らくトレ・
ストレッチ●
9：50～10：35
低負荷バラン
ス体操●

（60歳以上）
11：05～11：50
低負荷バラン
ス体操●

（60歳以上）
12：20～13：05
リフレッシュ
ムーブ●
13：35～14：20
フラダンス★
15：10～15：55
キッズ空手

（年中・年長）
（満員）
16：25～17：10
ジュニア空手

（小学生）（満員）
17：40～18：25
リセット
自力整体●
18：55～19：40
優しい体幹
エクササイズ●
20：10～20：40

火曜日

シニア
健康体操●
9：25～10：10
フラダンス★
10：40～11：25
ベビーマッサー
ジ●（1～11か月
児と保護者）
11：55～12：40

ママフィット
 with ベビー●

（1～11か月児
と母親）
13：10～13：55
幼児運動教室

（年中）
15：00～15：45
幼児運動教室

（年長）（満員）
16：15～17：00

小学生
運動教室

（1～3年生）
17：30～18：15
リラックス
ヨガ●
18：45～19：30

ピラティス●
20：00～20：45

土曜日

親子運動教室
（1歳6か月～
3歳）（満員）
9：30～10：15

幼児運動教室
（年少）（満員）
10：45～11：30

幼児運動教室
（年中）（満員）
12：00～12：45

小学生
運動教室

（1～3年生）
13：15～14：00

エクササイズ・
ストレッチ●
14：30～15：15

リンパ体操●
15：45～16：30

ボディシェイプ・
ストレッチ●
17：00～17：45

クラシック
バレエ★
18：15～19：00

金曜日

低負荷バラン
ス体操●

（60歳以上）
9：30～10：15

ピラティス●
10：45～11：30
ヨガ●
12：00～12：45
リラックス
ヨガ●
13：15～13：45
エアロ
シンプル★
14：15～15：00

骨盤スリム●
15：30～16：15

幼児運動教室
（年少）
16：45～17：30

小学生
クラシック
バレエ

（1～4年生）
18：00～18：45

クラシック
バレエ★
19：15～20：00

日曜日

リラックス
ヨガ●■
9：30～10：15

ボディシェイ
プ・ス ト レ ッ
チ●■
10：45～11：30

ボディシェイ
プ・ス ト レ ッ
チ●■
12：00～12：45

リラックス
ヨガ●■
13：15～14：00

リラックス
ヨガ●■
14：30～15：15

クラシック
バレエ★
15：45～16：30

月曜日

らくトレ・
ストレッチ●
9：30～10：15
エアロ
シンプル★■
10：45～11：30
ボディシェイ
プ・ストレッチ
●■
12：00～12：45
ボディシェイ
プ・ストレッチ
●■
13：15～14：00
ボディシェイ
プ・ストレッチ
●■
14：30～15：15
キ ッ ズ チ ア
リーディング

（ 年 中・年 長 ）
15：45～16：30
ジュニアチア
リーディング

（小学生）
17：00～17：45
キッズダンス

（年長～
小学生）
18：15～19：00
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