
聴覚に障害がある方で「ファックス番号のない記事」
へのお問い合わせは、しんじゅくコールのファックス
をご利用ください。

※本紙に記載の電話番号は市外局番（03）を省略しています。

★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。

令和2年（2020年） 第2332号

福祉    2面

審議会    3面

保健・衛生    3・4面

くらし    2・4面 イベント    3・4面

施設    3面
住宅・まちづくり    2面

新型コロナの感染状況により、今後、
イベント等を中止・変更する場合があります
　最新の情報は、新宿区ホームページまたは各主催者・各施
設に直接、ご確認ください。

★今号は8ページでなく4ページでの発行です。

インフルエンザ予防接種
今年度 次の方は

無料で接種できます

接種期間は10月1日～令和３年1月３1日

事前に保健予防課予防係で手
続きが必要です。詳しくは、お問
い合わせください。

⃝65歳以上の方
⃝60～64歳で次の障害がある方

⃝12歳までの方 ⃝生活保護を
　受けている
　世帯等の方

区内在住で令和2年12月３1日現在、▶①６５歳以上の
方、▶②６０歳～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に
重度の障害（身体障害者手帳1級程度）がある方

▶平成1９年1０月2日～令和元年1０月３1日生まれの
方…1０月1日㈭までに発送
▶令和元年11月1日～令和2年1月３1日生まれの方
…1歳になる前月末に発送（予診票が届く前に接種
を希望する方はご連絡ください）
▶０歳児（生後６か月から接種可能）…令和2年2月1
日以降生まれで接種を希望する方はご連絡くださ
い。

　予防接種の効果は、接種後2週間後にあらわれ、約５か月間持続します。イ
ンフルエンザの流行時期は通常12月末～３月ころのため、なるべく12月中
旬までに接種しましょう。

◆予診票を持って区の指定医療機関で接種

◆予防接種は12月中旬までに

接種を受けられる医療機関一覧は、予診票と一緒に区からお送りします。
接種には予約が必要な場合があります。事前に医療機関にご確認ください。

接種費用の自己負担（従来との比較）

対象

予診票の送付

▶昭和３０年９月３０日以前に生まれた方と、対象②で令和
元年度までに予診票の送付を申し込んだことのある方…
1０月1日㈭までに発送
※対象②で初めて接種を希望する方はご連絡ください。
▶昭和３０年1０月1日～昭和３1年1月1日生まれの方…誕
生日の前日までに発送

接種回数
1回

接種回数
2回

接種回数
1回

区内在住で令和2年1０月1日現在、12歳までの方（平
成1９年1０月2日以降に生まれた方）

区内在住で令和2年1０月1日現
在、1３歳～６４歳で、生活保護を
受けている世帯等の方

対象
自己負担額

従来 10月1日から
12歳まで 1回1,700円

無料
６５歳～7４歳

2,５00円
６0歳～６４歳で障害のある方
7５歳以上

無料
生活保護を受給している世帯等

この秋・冬は
特に重要

対象

予診票の送付
対象

予診票の送付

　インフルエンザの症状は新型コロナウイルス感染症の症状と似ていることか
ら、同時に流行すると医療現場の混乱を招くとともに、重症化したインフルエンザ
の罹

り か ん

患者の増加により医療体制が逼
ひっぱく

迫する恐れがあります。こうした状況を回避
するため、今季はインフルエンザ予防接種が特に重要です。以下の方を対象に、今
年度のみ、新型コロナ対策の一環として、接種費用の自己負担額を免除します（従
来自己負担が免除されている7５歳以上の方と生活保護を受給している世帯等の
方も含む）。
【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）☎（５27３）３８５９・㋫（５27３）３８2０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 ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://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

…イベント …講座

リサイクル講座

①古布からベレー帽作り
【日時】10月9日㈮午前10時～午後4時
【対象】区内在住・在勤の方、8名
【費用】400円（材料費等）
【持ち物】和服地・洋服地の古布（表地は
木綿・デニム・ウール・絹、裏地は木綿・
化繊等。いずれも90cm×50cm程度で
アイロンをかけたもの）、メジャー、は
さみ、裁縫道具、筆記用具
②バスタオルから草履作り

【日時】10月27日㈫午前10
時～午後4時

【対象】区内在住・在勤の小学生以上8
名（小学校3年生までは保護者同伴）

【費用】300円（材料費等）
【持ち物】不要になったバスタオル1枚
と浴用タオル2枚、物差し、はさみほか

………＜①②共通＞………
【共催】新宿環境リサイクル活動の会
【会場・申込み】往復はがきに2面記入
例のとおり記入し、①は10月2日（必
着）まで、②は10月7日（必着）までに新
宿リサイクル活動センター（〒169-
0075高田馬場4―10―2）☎（5330）
5374（月曜日休館）へ。応募者多数の場
合は抽選。

消費者講座

● 新宿消費生活センター委託事業
①小学生のお金の使い方

【日時】11月7日㈯午前10時～12時
【対象】区内在住の小学1～3年生のお

子さんと保護者、12組24名
【内容】お金の使い方・管理方法、現金・
電子マネーそれぞれの注意点ほか（協
力／消費者教育研究会）
②くらしの科学

【日時】11月7日㈯午後1時30分～3時
30分

【対象】区内在住の小学4～6年生、24名
【内容】感染症予防のための手洗いの有
効性（協力／日本石鹸洗剤工業会）

………＜①②共通＞………
【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）

【申込み】往復はがき・電子メール（2面
記入例のほか学年、電子メールの場合
は件名に「消費者講座11月7日、①は
AM、②はPM」を記入）で10月19日（必
着）までに全国消費生活相談員協会事
務局（〒103-0012中央区日本橋堀留町
2―3―5、グランドメゾン日本橋堀留
101） ☎（5614）0543・ ㋱shinjuku-
uketuke@zenso.or.jpへ。応募者多数
の場合は抽選。

都市計画案の縦覧・意見書の提出

● 西武鉄道新宿線(西武新宿駅～上石
神井駅間)の複々線化計画の廃止

【縦覧期間】10月6日㈫～20日㈫
【縦覧場所】東京都都市整備局都市計画
課、区都市計画課（本庁舎8階）

【意見書の提出】任意の用紙に意見を記
入し、10月20日㈫までに郵送（消印有
効）または直接、東京都都市整備局都市
計画課（〒163-8001西新宿2―8―1、都

庁第二本庁舎12階北側）へ。
【問合せ】東京都都市整備局交通企画課
☎（5388）3284へ。

赤い羽根共同募金運動に

ご協力を

● 10月1日㈭から
　募金は、地域の福祉施設・団体の活動
支援などに役立てられるほか、被災地
支援にも活用されます。

【募金箱の設置場所】区役所本庁舎、特
別出張所、区社会福祉協議会ほか

【問合せ】区社会福祉協議会（高田馬場
1―17―20）☎（5273）2941へ。

介護者家族会 

　高齢の家族を介護し
ている方や介護してい
た方が集まって、介護の
悩みを語り合ったり情
報交換をする場です。当
日直接、会場においでください（途中入
退場自由）。

【10月の日時・会場】▶四谷の会…1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）
▶かずら会…16日㈮午後1時30分～3
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、参加が難しい方はご相談くだ
さい。

朗読会「父と暮せば」 

【日時】10月18日㈰午後2時
～3時45分

【対象】区内在住の50歳以上、
50名

【朗読】増澤ノゾム（俳優）、高宮千尋（劇
団俳優座）、池田一開（劇団だるま座）

【会場・申込み】9月27日㈰から電話ま
たは直接、戸山シニア活動館（戸山2―
27―2）☎（3204）2422へ。先着順。

いのちを守る何でも相談会

● 無料電話相談☎0120（617）123
司法書士・精神保健福祉士・公認心理

師・臨床心理士が相談に応じます。
【日時】令和3年3月29日までの毎週月曜
日午後6時～9時（祝日等を除く。受け付
けは午後8時30分まで）

【内容】しごと・お金・学校・くらし・家族・
こころ・いじめ等の悩みに関する相談

【後援】新宿区ほか
【問合せ】東京司法書士会事務局事業・研
修課☎（3353）9191へ。

日本舞踊こども教室

● 文化庁伝統文化親子教室事業
【日時・対象】
10月4日㈰・25日㈰、
11月8日㈰・22日㈰、
12月6日㈰・13日㈰、
令和3年1月11日㈷・17日㈰、全8回
※時間は▶4歳以上の幼稚園・保育園
児…午前9時10分～9時45分、▶小学1
年生…午前10時～10時45分、▶小学2

～6年生…午前11時～11時45分
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【主催・申込み】ファックス・電子メー
ル（保護者について2面記入例のほか、
お子さんの氏名、学年・年齢を記入）で
9月30日㈬までに日本舞踊振興財団
☎（3354）5496・㋫（3355）2230・
㋱office@nihonbuyo.or.jpへ。定員
30名。応募者多数の場合は抽選。

市民とNPOの交流サロン

【日時】10月8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】子どもたちが環境や防災の知
識、体験・実践する能力などを身につけ
る「エコリテラシー教育」を実践する
NPO法人エコリテラシー協会の紹介

（語り手は同法人）
【費用】1,000円（資料代等）
【申込み】9月27日㈰から電話かファッ
クス・電子メール（2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10
名。

佐藤美術館企画展示「齋正機の

世界展～ふくしまものがたり」

【日時】10月21日㈬～12月13日㈰午前
10時～午後5時（月・火曜日（祝日の場合
は翌日）休館。入館は午後4時45分まで）

【内容】福島出身の日本画家・齋正機の
日本画とスケッチ40点の展示

【入場料】600円（学生は400円。中学生
までは無料）

【後援】新宿区
【会場・問合せ】同館（大京町31―10）
☎（3358）6021へ。

合同就職面接会

「レディゴー！プロジェクト」

● 子育てママが再び働くために
【日時】10月23日㈮午前10時30分～午
後0時45分・午後1時45分～4時

【会場】新宿エルタワー（西新宿1―6―1）
【対象】再就職を考えている女性、100名
【内容】仕事と子育ての両立に協力的な
企業との合同就職面接会、再就職に役
立つセミナー

【 問 合 せ 】同 プ ロ ジ ェ ク ト 事 務 局
☎（6811）6180へ。申し込み方法等詳
しくは、お問い合わせください。

東京都子育て支援員研修

　子育て支援分野に
従事する上で必要な
知識や技能等を有す
る「子育て支援員」を
養成します。

【募集コース】▶①地域保育コース、▶②
地域子育て支援コース、▶③放課後児
童コース。日程等詳しくは、下記各申し
込み先へお問い合わせください。

【対象】都内在住・在勤で今後、子育て支
援員として就業する意欲のある方

【申込み】所定の申込書を10月1日～
15日（必着）に郵送（書留）で、▶①は東
京都福祉保健財団（〒163-0718西新
宿2―7―1、小田急第一生命ビル18
階）☎（3344）8533、▶②③は㈱東京
リーガルマインド（〒164-0001中野
区中野4―11―10、アーバンネット中
野ビル)☎（5913）6225へ。
※申込書は各申し込み先ホームページ

（▶①は㋭http://www.fukushizaidan.
jp/111kosodateshien/、▶②③は
㋭ht tps ://publ ic . lec - jp .com/
kosodate-tokyo/）から取り出せます。

【期間・内容】展示時間はお問い合わ
せください。
● 区民ギャラリー
▶9月29日㈫～10月4日㈰…第30回
彩色水墨画合同展、▶12日㈪～18日
㈰…ヒマラヤ 光の詩 5th 小野克之
作品展（絵画）、▶30日㈮～11月15
日㈰…新宿区環境絵画・環境日記展
2020

【会場・問合せ】エコギャラリー新宿
（ 西 新 宿2―11―4）☎（3348）6277
へ。

エコギャラリー新宿 10月の展示

新宿NPO活動基礎講座

● 協働事業の考え方・進め方
【日時】10月24日㈯▶①午後1時～3
時・▶②午後3時～5時、全2回

【対象】協働事業を考えている方ほか、
20名

【内容】▶①課題解決のための協働の
基本的な考え方、▶②問題の共有と解
決に向けた協働企画書の書き方（講師
は矢代隆嗣・㈱アリエールマネジメン
トソリューションズ）

【費用】2,000円（2回分。資料代等）
【会場・申込み】9月27日㈰から電話か
ファックス・電子メール（2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。
※オンラインでの受講もできます。詳

し く は、同 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
（㋭https://snponet.net）でご案内し
ています。

DV防止啓発講座（オンライン）

● 母と子どもの心のケア
　～DVが子どもに与える影響
　YouTubeを利用した動画配信（90
分程度）による講座です。申込者へ動画
ページのURLを送付します（通信費等
は申込者負担）。

【動画公開期間】10月22日㈭～28日
㈬

【講師】春原由紀（武蔵野大学名誉教
授）

【申込み】9月28日㈪～10月27日㈫に
同講座案内チラシ裏面の申込用紙をフ
ァックス等で男女共同参画推進セン
ター（ウィズ新宿、荒木町16）☎（3341）
0801・㋫（3341）0740へ。チラシは同
センター・特別出張所・区立図書館等で
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。

図書館運営協議会

【日時】10月8日㈭午前10時～12時
【内容】これからの図書館サービスのあ
り方

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、中央図書館（大久保3―1―1）
☎（3364）1421へ。

ユニバーサルデザインまちづくり

審議会

【日時】10月13日㈫午前10時30分～
11時30分

【会場・申込み】傍聴を希望する方は、当
日直接、四谷地域センター（内藤町87）
へ。

【問合せ】景観・まちづくり課（本庁舎8
階）☎（5273）3843・㋫（3209）9227
へ。手話通訳・要約筆記等の配慮が必要
な方はご連絡ください。

神経難病療養相談

【日時】10月27日㈫午後1時30分～4時
30分

【対象】パーキンソン病・脊髄小脳変性
症・多発性硬化症・重症筋無力症・筋萎
縮性側索硬化症等の神経難病と診断
されている方、ご家族、5名

【内容】
▶神経内科医（中原
仁・慶應義塾大学
医学部教授）によ
る医療・日常生活
等の個別相談
▶理学療法士（廣瀬昇・帝京科学大学大
学院准教授）によるリハビリ指導

【会場・申込み】9月28日㈪から電話で
落合保健センター（下落合4―6―7）
☎（3952）7161・㋫（3952）9943へ。先
着順。

　令和3年4月から施設を運営する
指定管理者を選定するため、事業者
の公開プレゼンテーションを実施
します（質疑応答・審査は非公開）。

【日時】10月2日㈮午後1時55分
～4時

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日直接、四谷スポーツス
クエア（四谷1―6―4）へ。

【問合せ】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へ。

　区の重要課題に対する区民の皆さんの意識や意向を伺い、区政運営の基礎資料
とするため、毎年実施しています。18歳以上の区民から無作為抽出した2,500名の
方のご自宅に調査票を郵送しました。調査票がお手元に届いている方は、ご協力を
お願いします。調査票は無記名で回答していただき、統計的に処理します。調査結
果の概要は広報新宿後号等でお知らせします。

【問合せ】区政情報課広聴係（本庁舎3階）☎（5273）4065へ。

　特別図書整理のため、
右記のとおり休館しま
す。

【 問 合 せ 】中 央 図 書 館
☎（3364）1421へ。

【休館期間】▶戸山図書館…10
月7日㈬～10日㈯（通常の休館
日に当たる10月15日㈭は開館）
▶西落合図書館…10月14日㈬
～17日㈯
▶大久保図書館…10月21日㈬
～24日㈯（通常の休館日に当た
る10月8日㈭は開館）

図書館の休館

　当面の間、客室数を減らして営業します。
◎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】10月1日～12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。10月19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…10月21日㈬、▶一
般予約…11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。

【1月の休館日】▶箱根つつじ荘…19日㈫～22日㈮
【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

【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。できる
だけ電話でのお手続きにご協力をお願いします。

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令和3年1月6日
～31日宿泊分

10月～令和3年3月納期分の納付

書を発送します（5期～10期）

納期限（毎月末日）までにお近くの金
融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）・コンビ
ニエンスストア・医療保険年金課・特別
出張所等で納めてください。モバイル
レジ、ペイジーでも支払えます。支払い
方法が口座振替の方、年金からの引き
落としの方、すでに全額を支払った方
にはお送りしません。
※9月納期分（4期）までの保険料が未納
で納付書がない方は、ご連絡ください。

口座振替(自動払込)のご利用を

毎月の保険料を口座から自動的に納
められます。口座振替（自動払込）依頼
書に記入し、金融機関届出印を押印の
上、口座のある金融機関・ゆうちょ銀行

（郵便局）にお持ちいただくか、医療保
険年金課納付推進係へ郵送してくださ
い。口座振替（自動払込）依頼書をお持
ちでない方は、ご連絡ください。

口座振替継続

ありがとうキャンペーン

保険料を3年以上滞納なく継続して
口座振替で支払っている世帯に、抽選
でプリペイドカード（500円）を差し上
げます（申請不要）。当選者の発表は、12
月下旬にお送りする「口座振替領収証
書」にカードを同封することで代えさ
せていただきます。

【問合せ】医療保険年金課▶納付書・口
座 振 替 に つ い て … 納 付 推 進 係
☎（5273）4158、▶国民健康保険の届
出 に つ い て … 国 保 資 格 係 ☎（5273）
4146（いずれも本庁舎4階）へ。

国民健康保険料納付書を発送します10月5日 快適なマンションライフのために

　コロナ禍をきっかけに、理事会等へのインターネットを活用したウェブ会議
の導入が一気に進んでいます。
　感染拡大防止対策が求められる当面の間は、管理規約に定めがなくても区分
所有者の理解・了承が得られれば、ウェブ会議による理事会開催も可能と考えら
れます。また、有効性が認められれば、規約に明確に規定した上で継続的にウェ
ブ会議を活用できるようになるのではないでしょうか。

ウェブ会議システム等を用いた理事会を開催する場合、「ウェブ会議に参加で
きない理事の質問機会の確保」「書面での意見の提出や議決権行使を認める」「ウ
ェブ会議終了後に参加できなかった理事の反対意見を踏まえて賛否を決するこ
とができる」といった配慮がある仕組みづくりが必要になるでしょう。
　この機会に、新しい生活に対応できるようマンションの管理方法を見直し、合
理的・効率的な手法を取り入れつつ区分所有者全員の理解・参加・協力をより推
進できる体制を作ってみてはいかがでしょうか。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7
階）☎（5273）3567へ。
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理事会等でのウェブ会議の活用

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

区民意識調査にご協力を

調査票が届いた方は９月27日㈰までに投函してください

新宿いきいき体操講習会

　免疫力を高め、加齢に負けない体をつくる「新宿いきいき体
操」を新宿いきいき体操サポーターの皆さんと覚えませんか。
介護予防のミニ講座（足のトラブル対策）もあります。

【日時】10月29日㈭午後2時～4時
【会場】若松地域センター（若松町12―6）
【対象】区内在住・在勤の方、20名程度
【持ち物】室内履き（スリッパ不可）、飲み物。動きやすい服装でおいでください。
【申込み】9月28日㈪～10月16日㈮に電話かファックス（2面記入例のとおり記入）
で地域包括ケア推進課介護予防係（本庁舎2階）☎（5273）4568・㋫（6205）5083
へ。先着順。

新宿スポーツセンター指定管理者

選定公開プレゼンテーション

箱根つつじ荘

グリーンヒル八ヶ岳



新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

（4）第 2332号　令和2年（2020年）9月25日発行
区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

これまで、生ワクチンを接種した場合は27日以上、不活化ワクチン
を接種した場合は６日以上の間隔を置いて異なるワクチンを接種する
こととされていましたが、ロタウイルスワクチンの定期接種化に伴い、
接種が必要なワクチンがさらに増えること等の理由により、10月1日
から、右図のとおり異なるワクチン間の接種間隔の規定が変わります。

「アポ電」と呼ばれる
詐欺の予兆電話は、区役
所職員のほか、区内の警
察官を装った手口が増
加しています。
　犯人は、警察官になり
すまし「犯人を捕まえた
ところ、持ち物にあなた
名義の通帳やカードが
あった」などと言って不
安にさせた後、「カード
の交換が必要なので自
宅に取りに行く」「被害
確認をするので口座番号・暗証番号を教えてほしい」とキャッシ
ュカードの提出を求めたり口座情報を聞き出そうとします。

警察官が自宅にカードを受け取りに行くことや

暗証番号を聞き出すことはありません！

　このような電話は詐欺です。まずは電話を切って各警察署に
ご相談ください。また、少しでも疑問や不安を感じた場合には、
区危機管理課の窓口もご活用ください。
【警察署代表電話】▶牛込☎（32６9）0110、▶新宿☎（334６）
0110、▶戸塚☎（3207）0110、▶四谷☎（3357）0110
【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。

警察を名乗る
「あなたの口座を使う犯人を捕まえた」

という電話にご注意を

区内の特殊詐欺被害
認知件数（8月）

特殊詐欺の主な種類 件数
オレオレ詐欺 2件
預貯金詐欺 0件
還付金詐欺 2件
キャッシュカード詐欺盗 2件
架空料金請求詐欺 0件
合計 6件

※区危機管理課調べ

一言アドバイス一言アドバイス一言アドバイス
被 害詐 欺

防 止

　新宿でその生涯を終えた文学者・小泉八雲（ラフカ
ディオ・ハーン）の生誕170年に当たる今年、八雲に
ゆかりのあるさまざまな機関と連携し、八雲の人生
や作品を顕彰する展示会を実施します。
【日時】10月10日㈯〜12月６日㈰午前9時30分〜午後
5時30分（入館は午後5時まで）
※10月12日㈪・2６日㈪、11月9日㈪・24日㈫は休館
【費用】300円（中学生までは無料。常設展とのセット
券は500円）
【共催】新宿区・新宿区教育委員会
【後援】小泉八雲記念館、松江市、焼津市、アイルラン
ド大使館
【協力】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、山九㈱
【展示監修】池田雅之（早稲田大学名誉教授）
【会場・問合せ】同館☎（3359）2131・㋫（3359）503６
へ。

異なるワクチン間の
接種間隔が変わります

生誕170年記念特別展

小泉 八雲
放浪するゴースト

新宿歴史博物館10月10日～12月6日

※医師が特に認めた場合、異なるワクチンを同時接種することができます。

「怪談」明治37年（1904年）

八雲が友人・ワトキンに宛てたメモペンとインクつぼ（所蔵：小泉家）

【会場】新宿歴史博物館
　　　（四谷三栄町12―16）

接種間隔の制限がなくなるパターンが増え
より短期間での接種が可能になります

異なるワクチンの接種間隔

27日以上の
接種間隔から
制限なし
に変更

27日以上注射生ワクチン

BCG、MR（麻しん
風しん混合）、水痘、
おたふくかぜ等

不活化ワクチン

インフルエンザ、B
型肝炎、ヒブ、小児用
肺炎球菌、四種混合、
高齢者肺炎球菌等

経口生ワクチン

注射生ワクチン

ロタウイルス

不活化ワクチン

経口生ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

現行通り

接種ワクチン 次に接種するワクチン

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

27日以上の
接種間隔から
制限なし
に変更

6日以上の
接種間隔から
制限なし
に変更

接種間隔

不活化ワクチン

各種予防接種

10月１日から

10月1日からの異なるワクチン間の接種間隔

【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）3８59・㋫（5273）
3８20へ。 ※ロタウイルスワクチン等、複数回接種する必要があるワクチンは、ワクチン毎

に定められた接種間隔に従い接種します。
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