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イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

子ども医療費助成

…講座

をお送りします

二次募集
【対象】区内のお子さんと子育て家庭を
対象とした次のいずれかの活動
▶学び・共食・体験の機会や活動の場の
提供、子どもの情緒や創造性の育成、
孤
食や育児の孤立化を防止する活動
▶ひとり親家庭・生活困窮家庭等、
困難
を抱えた子どもや家庭を支援する活動
▶子どもの発育発達や不登校、思春期
のこころの問題などを抱える子どもと
その保護者を地域でサポートする活動
※他の公的な補助を受けている活動、
政治的または宗教的活動に係る活動、
●

9月4日㈮に発送します
新しい医療証は「若草色」です（右図）。
9月30日㈬までに届かない場合はご連絡
ください。
【子ども医療費助成の対象】義務教育修了
前（15歳に達した日以後の最初の3月31
日）まで。未就学児は
「乳幼児医療証」
、小・
中学生は
「子ども医療証」です。
【有効期間】10月1日㈭～令和3年9月30日
㈭
（または15歳
（乳幼児医療証は6歳）に達
▲乳幼児医療証
▲子ども医療証
した日以後の最初の3月31日まで）
【助成内容】
健康保険適用後の医療費自己負担分と食事療養標準負担額
※乳幼児・子ども医療証を使用できず、医療機関等の窓口で保険診療費の自己負
担分を支払った場合は、領収書
（原本）を添えて、受診日の翌日から起算して5年
以内に担当課または各特別出張所で助成申請してください。郵送での申請も受
け付けています。
※平成27年12月以前の受診分の申請期限は、診療月を含めて12か月以内です。
【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手当係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁
舎2階）☎（5273）4546へ。詳しくは、新宿区ホームページでもご案内していま
す。
●

営利を目的とした活動は除く
【対象団体】
次の全てに該当する団体
▶活動する会員数が5人以上
▶原則として、助成を受けようとする
活動の実績がある
▶継続的に活動する意思がある
【助成額】
申請日以降に必要とする対象
経費（50万円を限度）
【助成金の交付】
審査の上、
助成活動・金
額を決定し交付
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
2階）☎（5273）
4261へ。申請方法等詳
しくは、
お問い合わせください。

寄附によるご協力ありがとうございます。
今後もご支援・ご協力をお願いします

児童工作会
ポンポンでキツネを作ろう

【日時】
9月19日㈯午後2時～2時45分
【会場】
戸山生涯学習館
（戸山2―11―101）

【対象】小学4年生まで、
7名
【内容】
毛糸で秋の童謡等に出てくるキツネのマスコット作り
【申込み】
8月27日 ㈭ か ら 電 話 ま た は 直 接、戸 山 図 書 館
（ 戸 山2―11―101）
☎（3207）
1191へ。先着順。

私立幼稚園ではお子さん一人一人の成長する姿を尊重し、各園が独自で豊かな幼児教育
を実践しています。
令和3年4月の入園に向けて、見学会・説明会が開催されます。日時は下表のとおりです。
詳しくは、各園へお問い合わせください。各園のホームページでもご案内しています。
【区の担当課】学校運営課幼稚園係（第1分庁舎4階）☎（5273）3103

私立幼稚園
見学会・説明会
幼稚園名
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新宿区子ども未来基金を活用し
子どもの育ちを支援する活動に助成します

乳幼児医療証・子ども医療証

牛込成城幼稚園
（原町3―87）
☎
（3341）5058

…イベント

見学会日程

説明会日程

幼稚園名

見学会日程

9月2日・9日・16日・30日、10 9月24日㈭
伸びる会幼稚園（※）
月21日・28日の水曜日午後1時 午後1時30分から （上落合2―25―19）
30分～2時（予約制）
（予約制）
☎（3361）5020

おおや幼稚園
（高田馬場2―8―18） 予約制
目白ケ丘幼稚園
☎（3200）7506
※日程等詳しくは、
園のホームページをご覧ください。 （下落合2―15―11）
☎（3951）2115
予約制
下落合みどり幼稚園
※日程等詳しくは、園にお問い 9月下旬
目白平和幼稚園
（中落合4―3―1）☎
（3953）6112
合わせください。
（下落合3―14―25）
戸山幼稚園（戸山2―7―2）
9月23日㈬、10月14日㈬午後2時～3時30分（予約 ☎（3954）0448
☎（3203）6834

制。見学会と説明会を同時開催）

豊多摩幼稚園
（西落合4―8―18）
☎
（3951）
5982

予約制
10月10日㈯
※日程等詳しくは、園にお問い
（予約制）
合わせください。

説明会日程

事前登録・予約制
※事前登録・日程等詳しくは、
園のホームページをご覧く
ださい。
予約制
※日程等詳しくは、
園のホームページをご覧ください。
予約制
9月19日㈯
（予約制）
※日程等詳しくは、園にお問 午前10時～11時・
い合わせください。
午後1時～2時

四谷新生幼稚園
午 前9時30分 ～11時 に 随 時 9月2日㈬～4日㈮
（四谷1―14）
☎
（3357）
7036 開催
（予約制）
午後1時30分～2時10分
※伸びる会幼稚園に入園希望の方は、見学会・説明会への参加が必要です。園のホームペー
ジから案内状を請求してください。

令和3年4月に入学する新1年生と保護者の皆さんへ

区立小学校
学校説明会

日時は下表のとおりです。詳しくは、各学校へお問い合わせください。
※予約制の学校の学校説明会に参加を希望する方は、電話で各学校へ予約してください。
その他の学校説明会に参加を希望する方は当日直接、各学校へおいでください。
※令和3年4月に入学する新1年生には、学校の特色などをまとめた冊子を8月21日に郵送しました。
【問合せ】学校運営課学校運営支援係（第1分庁舎4階）☎（5273）3089へ。

学校名

学校説明会日時

津久戸小学校（津久戸町2ー2）☎（3266）1601

11月7日㈯午前9時30分～10時15分

江戸川小学校（水道町1ー28）☎（3266）1602

10月3日㈯午前9時30分～10時15分

市谷小学校
（市谷山伏町1ー3）
☎（3266）1603

9月5日㈯（予約制）
午前11時30分～12時

愛日小学校
（北町26）☎（3266）1604

9月19日㈯午前10時35分～11時20分

早稲田小学校（早稲田南町25）
☎（3205）9501

11月7日㈯（予約制）
※時間は、学校のホームページ等で
事前にご確認ください。

鶴巻小学校
（早稲田鶴巻町140）☎（3205）9502

9月10日㈭午後1時から

牛込仲之小学校
（市谷仲之町4ー33）
☎
（3358）
3762 9月19日㈯午前10時10分～10時40分

学校名

学校説明会日時

天神小学校（新宿6ー14ー2）
☎（3358）3769

9月5日㈯
（予約制）
午前9時30分～10時

戸山小学校（百人町2ー1ー38）
☎
（3205）
9507

12月19日㈯10時30分～11時

11月7日㈯
戸塚第一小学校
（西早稲田3ー10ー12）
☎
（3205）
9508 ※時間は、学校のホームページ等で
事前にご確認ください。
戸塚第二小学校
（高田馬場1ー25ー21）
☎
（3205）
9509 11月20日㈮午後3時30分～4時
戸塚第三小学校
（高田馬場3ー18ー21）
☎
（3227）
2101 10月17日㈯午後1時30分～2時
落合第一小学校（中落合2ー13ー27）
☎
（3565）
0940 11月7日㈯午前10時～10時30分
落合第二小学校（上落合2ー10ー23）
☎
（3227）
2102 10月17日㈯午前9時30分～10時

富久小学校
（富久町7ー24）
☎（3358）3763

9月5日㈯（予約制）
午前9時35分～10時20分

落合第三小学校（西落合1ー12ー20）
☎
（3565）
0941 10月3日㈯午前10時20分～11時

余丁町小学校（若松町13ー1）☎（3205）9503

9月12日㈯午前10時30分～11時10分

東戸山小学校（戸山2ー34ー2）
☎（3205）9504

9月26日㈯（予約制）
午前11時～11時30分

落合第五小学校（上落合3ー1ー6）
☎（3227）2103

四谷小学校
（四谷2ー6）☎（5369）3776

10月17日㈯午前10時～11時

四谷第六小学校
（大京町30）☎（3358）3767

10月20日㈫午前11時30分～12時

花園小学校（新宿1ー22ー1）☎（3353）8276

9月26日㈯午後1時～1時30分

大久保小学校
（大久保1ー1ー21）
☎（3205）
9506

9月26日㈯（予約制）
午前10時～10時30分

落合第四小学校（下落合2ー9ー34）
☎
（3565）
0942 10月31日㈯午前10時30分～11時

落合第六小学校（西落合4ー11ー21）
☎（3565）0943

10月3日㈯
（予約制）
午前9時15分～9時55分
10月10日㈯
（予約制）
午前11時～11時30分

淀橋第四小学校（北新宿3ー17ー1）
☎
（3227）
2105 9月19日㈯午前10時30分～11時
柏木小学校（北新宿2ー11ー1）
☎
（3227）
2104

10月24日㈯午前10時25分～11時10分

西新宿小学校（西新宿4ー35ー5）
☎
（3373）
6031

12月19日㈯正午～午後0時30分

西戸山小学校（百人町4ー2ー1）
☎
（3227）
2107

9月19日㈯午前9時～10時

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

