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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、マスクの着用・事前の検温等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

秋の作品展示会 

【日時・内容】▶11月10日㈫～17日㈫
…くぢら俳句会の作品
▶11月20日㈮～27日㈮…書友柳翠会
の作品
【会場・問合せ】戸塚地域センター（高田
馬場2―18―1）☎（3209）8001へ。

イクメン＆イキメン講座 

● 夫婦のパートナーシップと
　コミュニケーション
【日時】12月5日㈯午前10時～
11時30分
【対象】区内在住の未就学児と父親、6
組（お子さんが複数の場合はご相談く
ださい）
【講師】高祖常子／NPO法人ファザーリ
ングジャパン代表・子育てアドバイザー
【会場・申込み】11月24日㈫までに電話
または直接、ささえーる 薬王寺（市谷

写真展

「とあるイランの街の一風景」 

　イランの日常生活や文化を街並みの
写真で紹介します。
【日時】11月13日㈮～12月28日㈪午前
9時～午後9時45分（休館日を除く）
【協力】愛甲恵子／ペルシャ語翻訳者
【会場・問合せ】大久保図書館（大久保2
―12―7）☎（3209）3812へ。

朗読で聴く怪談

第11回「小泉八雲の世界」 

　若松地区ゆかりの作家・小泉八雲の

怪談「ろくろ首」「かがみの少女」を尺八・
薩摩琵琶の生演奏を交えて朗読します。
【日時】11月29日㈰▶①午後1時～2時10
分、▶②午後3時30分～4時40分（①②
とも同じ内容。開演時間の各30分前開場）
【対象】小学生以上、50名（小学1～3年
生は保護者同伴）
【朗読】河原田ヤスケ、高宮千尋／いず
れも俳優
【主催】若松地域センター管理運営委員
会
【会場・申込み】往復はがきかファック
スに3面記入例のほか、希望時間（①②
の別）を記入し11月18日（必着）までに
若松地域センター（〒162-0056若松
町12―6）☎（3209）6030・㋫（3209）
6031へ。応募者多数の場合は抽選。

オリジナル絵本を作ろう

【日時】11月22日㈰午後1時～3時30分
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―101）
【対象】小学生、7名
【講師】岡山伸也／絵本作家
【申込み】11月7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。

工作講座「パパと一緒に

クリスマス窓飾りを作ろう」

【日時】12月5日㈯午前10時～12時
【対象】区内在住の小学生のお子さんと
父親、10組20名
【講師】井上智陽／イラストレーター

【会場・申込み】11月7日㈯からチラシ
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（日曜日、祝
日を除く）・㋫（3341）0740へ。先着順。
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。

11月は子ども・若者

育成支援強調月間

● 輝く未来 育て支えて 見守って
　次の世代を担う子どもと若者の健や
かな育成を支援するため、区では、子ど
も・若者総合相談等による支援や子ど
もを犯罪から守るための取り組み等を
行っています。
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
2階）☎（5273）4261へ。

文化芸術振興会議

【日時】11月17日㈫午前10時～12時
【内容】区内の文化芸術の振興状況報告・
振興施策の基本となる事項の検討ほか
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第2委員会室へ。
【問合せ】文化観光課文化観光係（第1
分庁舎6階）☎（5273）4069へ。

総合教育会議

【日時】11月18日㈬午後3時～5時
【内容】教育における重点施策ほか
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第2委員会室へ。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505へ。

環境審議会

【日時】11月18日㈬午後1時30分～3時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、区役所本庁舎5階大会議室へ。
【問合せ】環境対策課環境計画係（本庁
舎7階）☎（5273）3763へ。

特別区立幼稚園臨時的任用教員

採用候補者（登録者）

【勤務場所】特別区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
【対象】幼稚園教諭普通免許状をお持ち
の方
【選考】▶書類、▶面接
※面接は、新規応募者と特別区立幼稚
園の臨時的任用教員として最近5年間
に勤務実績のない方を対象に、12月1
日㈫～3日㈭のいずれかで実施します
（電話での予約が必要）。
【申込み】所定の書類（選考案内を参照）
を11月20日㈮までに郵送（消印有効）
で特別区人事・厚生事務組合教育委員
会事務局人事企画課採用選考担当
（〒102-0072千代田区飯田橋3―5―1、
東京区政会館17階）☎（5210）9857へ。
※募集・選考内容等詳しくは、同事務
組合ホームページ（㋭http://www.
tokyo23city.or.jp/）でご案内していま
す。選考案内は区教育指導課（本庁舎4
階）でも配布しています。

　特別図書整理のため、次のとおり休館します。
【期間】12月2日㈬～5日㈯
※通常の休館日に当たる12月17日㈭は開館します。　
【問合せ】中央図書館☎（3364）1421へ。

北新宿図書館
（北新宿3―20―2）

の休館

【申込資格】区内在住で保護者の就労・病気・出産等で保育を必
要とする方

【申し込みに必要な書類】▶入園（転園）申込書、▶保育の必要
性を確認できる書類（就労証明書・在学証明書・診断書等）

【保育料】国が定める基準を上限に、保護者の住民税額に応じ
て区が決定

【申込書等の配布】保育課、区立･私立保育園、区立・私立子ども
園、特別出張所（新宿区ホームページからも取り出せます）

●私立保育園
　基本開所時間は午前7時30分～午後6時30分、「エイビイシイ【夜間】」は午前11時～午後10時、「獅子吼（ししく）」「新宿成子坂
愛育園」は午前7時15分～午後6時15分、「ウィズブック保育園中落合」「至誠会」「二葉南元」「ぴっころきっず西早稲田」「フロン
ティアキッズ曙橋本園・分園」「フロンティアキッズ新宿」は午前7時～午後6時。

保育園名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

あい保育園落合（上落合1-5-2、羽場ビル） （6908）7381 43日・117名
アスク神楽坂①0・1歳児（矢来町98-1、スキップビル1Ｆ）
　　　　　　②2～5歳児（矢来町89-2）

①（5225）6933
②（5206）4250 57日・79名

アスク北新宿（北新宿2-4-11） （5338）2511 57日・78名
アスク新宿南町（南町20-3） （5225）2166 1歳・89名
アスク薬王寺（市谷薬王寺町51） （5362）7177 1歳・74名
ウィズブック保育園中落合（中落合3-21-10） （6914）4960 57日・66名
エイビイシイ【夜間】本園（大久保2-11-5）
　　　　　　　　　分園（大久保2-16-1） （3232）9633 43日・90名

オルト（高田馬場3-40-3） （5332）7081 43日・122名
キッズガーデン新宿西落合（西落合2-7-16、伊勢光ビル2・3Ｆ） （6908）1723 1歳・80名
キッズタウン下落合（下落合1-9-10） （3365）1332 57日・131名
クオリスキッズおおくぼ（百人町2-22-6） （5937）0418 57日・60名
グローバルキッズ愛住町園（愛住町6） （6380）6798 57日・80名
グローバルキッズ神楽坂園（神楽坂4-8、神楽坂プラザビル1Ｆ） （3269）8011 57日・60名
グローバルキッズ西落合（西落合3-19-9） （3952）5600 57日・96名
グローバルキッズ西新宿園（西新宿5-5-1） （6383）3793 57日・51名
グローバルキッズ若葉園（若葉1-9） （3353）2002 57日・42名
獅子吼（中井2-8-6） （3951）0759 1歳・80名
至誠会（河田町10-13） （3341）4677 43日・160名
下落合そらいろ（中落合2-7-5） （3565）5050 6か月・80名
小学館アカデミー飯田橋ガーデン（新小川町4-11） （5206）3722 57日・60名
新栄（百人町3-21-14） （6304）0241 43日・148名
新宿こだま（中落合4-25-19） （5988）7807 43日・105名
新宿成子坂愛育園（西新宿6-7-39） （3342）6907 57日・130名
新宿三つの木もりさんかくしかく（大京町29） （6457）4455 43日・80名
太陽の子　新小川町（新小川町1-8、こだまビル2Ｆ） （5579）2348 57日・64名
東京母子愛育会（北新宿4-21-14） （3369）6005 8か月・100名
にじいろ保育園高田馬場西（高田馬場1-24-16、内田ビル1Ｆ） （6302）1073 57日・24名
にじいろ保育園高田馬場東（高田馬場1-16-26） （6205）6338 1歳・72名

保育園名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

にじいろ保育園高田馬場南
（大久保3-8-4、住友不動産 新宿ガーデンタワーアネックス2Ｆ） （6457）6991 57日・20名

にじいろ保育園西早稲田（西早稲田1-2-2） （6273）9227 1歳・67名
にじいろ保育園四ツ谷（四谷1-6-1、コモレ四谷2階） （6709）9123 1歳・30名
ニチイキッズ曙橋①3～5歳児（愛住町22、第3山田ビル1Ｆ）
　　　　　　　　②0～2歳児（市谷台町1-3、モデラート1Ｆ）

①（5367）0196
②（5366）5127 57日・65名

八幡神社愛育園（上落合1-26-19） （3368）3939 1歳・76名
原町みゆき（原町2-43） （3356）2663 43日・160名
ぴっころきっず西早稲田（西早稲田3-9-14） （3209）2267 1歳・63名
二葉南元（南元町4） （3351）3819 43日・110名
フロンティアキッズ曙橋
①1・2歳児（河田町3-29、プラウドフラット新宿河田町1Ｆ）
②3～5歳児（河田町3-16）

①（5379）1680
②（6273）0886 1歳・70名

フロンティアキッズ新宿（新宿6-27-56、新宿スクエアビル2Ｆ） （3208）2744 57日・48名
保育所まぁむ高田馬場駅前園（高田馬場3-1-5、花川第2ビル1・2Ｆ） （6279）1105 57日・75名
ぽけっとランド市ヶ谷（市谷船河原町1、市ヶ谷エスワンビル2・3Ｆ） （5227）7520 1歳・122名
ほっぺるランド牛込（北山伏町1-2） （6265）0841 57日・115名
ほっぺるランド神楽坂（榎町43-1、ユニゾ神楽坂ビル2・3Ｆ） （5227）6798 57日・122名
ほっぺるランド上落合（上落合1-15-13） （6908）8415 57日・116名
ほっぺるランド北新宿（北新宿3-9-20） （5937）2960 1歳・72名
ほっぺるランド新大久保（大久保1-16-20） （6380）3920 57日・57名
ほっぺるランド早稲田鶴巻町

（早稲田鶴巻町575-1、早稲田鶴巻町パーク・ホームズ1Ｆ） （3235）5008 57日・60名

ポピンズナーサリースクール市ヶ谷
（払方町19-1、エムジー市ヶ谷ビル2・3Ｆ） （5946）8670 57日・80名

ポピンズナーサリースクール四ッ谷
（市谷本村町2-10、ストリーム市ヶ谷3Ｆ） （5225）2015 1歳・61名

（仮称）あい保育園西新宿（西新宿6-11-3、Dタワー西新宿2Ｆ） （6435）8702
（開設準備室） 1歳・46名

（仮称）きゃんばす東新宿保育園（新宿7-16-8） （3519）7787
（本部） 1歳・50名

保育園・子ども園（保育園機能）等

入園の申し込み

【問合せ】保育課入園・認定係
（ 〒160-8484歌 舞 伎 町1―
4―1、本庁舎2階）☎（5273）
4527へ。

【申込み】申込書等を12月10日（必着）までに郵送で保育課入園・認定係へ。
※窓口での申し込みを希望する方は、申込書等をお持ちいただく日時（12月10日㈭まで（11月24日、12月
1日・8日の火曜日は午後7時まで受け付け））を事前に同係へ電話で予約してください。各園・特別出張所
では申し込みできません。締め切り間際は混み合います。早めに予約・申し込み手続きをしてください。
※保育園等への入園は、保育の必要性の程度（指数等）や各園の空き状況に応じて利用調整を行い決
定します。
※利用調整の結果は、令和3年2月19日㈮以降に、不承諾の場合は区から「保育所等利用不承諾通知
書」を発送し、内定の場合は園から連絡します（健康診断と面接を経て、入園を決定します）。

私立子ども園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
大久保わかくさ

（大久保1-4-1） （6265）9990 43日・105名

しんえい子ども園 もく
もく（高田馬場4-36-12）（5332）5544 43日・146名

しんじゅくいるま
（戸山1-21-1） （6302）1221 43日・137名

新宿せいが
（下落合2-10-20） （3954）4190 43日・171名

茶々ひがしとやま
（戸山2-34-101） （5155）4321 43日・110名

富久ソラのこども園ちいさ
なうちゅう（富久町14-1） （6380）0414 43日・141名

富久ソラのこども園ちい
さなうちゅう分園

（新宿5-3-13）
（6380）6437 43日・80名

認定こども園新宿ベアーズ
（西新宿5-25-25- -11、エイジー
エス西新宿ビル1・3Ｆ）

（6276）5431 57日・83名

●区立保育園
　基本開所時間は午前7時30分～午後6時30分、「大久保第一」「高田馬場
第二」「中落合第二」「東五軒町」「百人町」は午前7時15分～午後6時15分。

保育園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
大久保第一（大久保3-11-1） （3203）0346 57日・116名
高田馬場第二（高田馬場1-4-17） （3209）1433 57日・105名
長延（市谷長延寺町8） （3260）1335 57日・74名
富久町（富久町22-21） （3357）7720 43日・164名
戸山第二（戸山2-18-101） （3203）2385 57日・111名
中落合第二（中落合2-7-24） （3952）7165 57日・136名
西早稲田（西早稲田1-9-30） （3209）5294 57日・79名
東五軒町（東五軒町5-24） （3269）6820 57日・174名
百人町（百人町2-18-21） （3367）4991 57日・85名
弁天町　仮園舎（早稲田町78）（※）
　　　　新園舎（弁天町50） （3268）1337 57日・148 名

早稲田南町（早稲田南町50） （3203）7848 57日・78名
早稲田南町分園（早稲田南町36） （3204）5201 57日・143名

●区立子ども園・私立子ども園
　基本開所時間は午前7時30分～午後6時30分、「北新宿」は午前7時15分～午後6時15分、
「しんえい子ども園もくもく」「茶々ひがしとやま」は午前7時～午後6時。

区立子ども園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員

あいじつ（北町17） （3266）0189 57日・126名
大木戸（四谷4-17） （3358）1431 57日・213名

おちごなかい
①乳児園舎（中井1-8-12）
②幼児園舎（上落合3-1-6）

①（3361）
7000

②（3227）
2048

57日・108名

柏木
①乳児園舎（北新宿2-3-7）
②幼児園舎(北新宿2-11-1）

①（3369）
5855

②（3227）
2118

57日・105名

北新宿（北新宿3-20-2） （3365）0225 57日・108名
しなのまち（信濃町20） （3357）6853 57日・112名
戸山第一（戸山2-26-101）（3202）7879 57日・102名
西落合（西落合1-31-24） （3954）1064 57日・107名
西新宿（西新宿4-35-5） （3299）7727 57日・116名
四谷（四谷2-6） （5369）3775 57日・117名

【申込み】所定の申請書等を12月7日㈪午後5時までに区立中学生は各中学校、私
立中学生と高校生は教育調整課管理係（本庁舎4階）☎（5273）3070へ。申請書は、
同係で配布しています。区立中学校に在籍している方には学校で配布します。

新宿区奨学生（無利子）

【対象】令和3年4月に高等学校・中等教育
学校（後期課程）・高等専門学校・専修学校
の高等課程に入学、進学する方または在
学している方で、次の全てに該当する方、
7名程度
▶令和2年4月1日以前から区内在住、▶成績
優秀、▶経済的な理由で修学が困難、▶同種
の奨学資金を他から借り受けていない
【貸付金額】▶入学準備金…国公立10万円、
私立20万円、▶奨学資金（月額）…国公立
18,000円、私立30,000円

　区民の方からの寄附金で同基金を
設け、奨学金を支給しています。
【対象】令和3年4月に高等学校・高等
専門学校へ入学、中等教育学校（後期
課程）に進学する方で次の全てに該
当する方、15名程度
▶令和2年4月1日以前から区内在住、
▶成績優秀、▶人物が奨学生としてふ
さわしい、▶修学に堪え得る良好な
健康状態が継続する見込みがある
【支給額】1人12万円

島田育英基金奨学生

奨学金をご活用ください

ご相談ください
● 区配偶者暴力相談支援センターＤＶ相談ダイヤル
☎（5273）2670（月～金曜日午前9時~午後5時）
●区男女共同参画推進センター（ウィズ新宿）

　　悩みごと相談室

▶電話相談☎（3353）2000
（月～土曜日午前10時~12時・午後1時~3時30分）
▶男性相談員による電話相談☎（3341）0905

（土曜日午後1時~3時30分）
●区生活福祉課女性相談☎（5273）3884

（月～金曜日午前8時30分~午後5時）
●東京ウィメンズプラザ☎（5467）2455

（年末年始を除く午前9時~午後9時）
●東京都女性相談センター☎（5261）3110

（月～金曜日午前9時~午後8時）
● 内閣府ＤＶ相談ナビ☎0570（0）55210（短縮ダイ
ヤル＃8008）お近くの相談窓口を案内します。
●内閣府ＤＶ相談＋（プラス）☎0120（279）889
●警視庁総合相談センター☎（3501）0110
★夜間・緊急の場合は警察☎110、都女性相談セン
ター☎（5261）3911へ。

さまざまな暴力の形
　身体的な攻撃だけでなく、
相手を自分の思いどおりに支
配することも暴力です。
⃝身体的暴力…殴る、蹴る、
物を投げつける、髪を引っ
ぱる、首を絞める
⃝精神的暴力…怒鳴る、暴
言、無視、携帯電話やメール
等をチェックする
⃝性的暴力…性行為の強
要、避妊に協力しない
⃝経済的支配…生活費を渡
さない、働くことを禁じる
⃝社会的暴力…人前で侮辱
する、交友関係を制限する
※18歳未満の子どもの目
の前で配偶者に暴力をふる
うこと（面前DV）は児童虐
待に該当します。

【問合せ】男 女 共 同 参 画 課（ウィズ新宿、荒木町16）
☎（3341）0801（日曜日、祝日等を除く）へ。

ひとりで悩まず相談を
新型コロナに伴う外出自粛や休業が行われる中、生活不
安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています

区のDV防止啓発の催し
◆ パネル展示「女性に対する暴力をなくす運動」
DV防止に関する資料や、女性に対する暴力根絶の象徴「パープル（紫色）リボン」
を身に付ける「パープルリボン運動」の資料を区役所本庁舎1階ロビーに展示します。
【日時】11月18日㈬～12月2日㈬午前8時30分～午後5時（11月18日㈬は午前10時
30分から）

令和3年4月
入園

●事業所内保育所
　従業員のお子さんと地域のお子さんの保育をします。基本開所時
間は月～金曜日（もみの樹園事業所内保育所は月～土曜日）午前7時
30分～午後6時30分、「とちょう保育園」は午前7時～午後6時。

保育所名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園
（市谷本村町5-1、防衛省市ヶ谷地区厚生棟2階） （3235）3757 57日・30名

とちょう保育園
（西新宿2-8-1、東京都議会議事堂1階南側） （5990）5301 57日・48名

もみの樹園事業所内保育所
（上落合1-17-8、特別養護老人ホーム「もみの樹園」内6階）（3565）7301 57日・30名

保育者名（所在地） 受入月齢
井上さん

（赤城元町）
生後5週以上

満3歳未満まで
田口さん

（市谷柳町）
生後5週以上

満3歳未満まで

●保育ルーム
　区が委託した事業者が運営しています。基本開所時間
は、月～金曜日午前7時30分～午後6時30分。

保育ルーム名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
えどがわ園

（水道町1-28、江戸川小学校内） （3266）7350 1歳・30名

おちにすくすく園
（上落合2-10-23、落合第二小学校内） （3227）0703 1歳・19名

つるまき園
（早稲田鶴巻町140、鶴巻幼稚園内） （3205）9525 1歳・12名

べんてん
（若松町16-2、BENTEN international ビル）（6302）1024 1歳・19名

●家庭的保育者（保育ママ）
　地域の方の自宅で
お子さんを保育しま
す。基本開所時間は、
月～金曜日午前9時
～午後5時。

▶マスクの着用を
▶手指消毒にご協力を
▶発熱等がある場合はご利用をお控えください

薬王寺町51）☎（3353）2333（土・日曜
日、祝日を除く午前9時～午後6時）へ。
応募者多数の場合は抽選。

初心者ゲートボール教室 

　動きやすい服装・運動靴でおいでく
ださい。用具は貸し出します。
【日時・会場】▶11月11日～25日（23日
㈷を除く）の月・水・金曜日午前9時30
分～12時…都立戸山公園いきいき広
場（箱根山地区、戸山3―2）
▶11月15日・22日の日曜日午前10時
～12時…よつや運動広場（四谷1―1）、
清水川橋公園（下落合1―1）（雨天・荒
天時中止）
【対象】区内在住・在勤・在学でおおむね
6歳～70歳代の方、各日10名
【費用】1回200円
【主催・申込み】11月7日㈯から各日3日
前までに電話で区ゲートボール協会
☎（3362）1357（田林）へ。先着順。

イベント参加時・イベント参加時・

施設利用時の注意点施設利用時の注意点

※「弁天町」の仮園舎での運営は、令和 3年4月～6年8月（予定）です。

※園によっては受け入れ人数が変わる場合があります。
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