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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

区軟式野球連盟の

登録・審判講習会 

● 登録
　現在、登録しているチームは更新が
必要です。更新登録が165チームに満
たない場合は、区内在住・在勤・在学の
方9名～100名で構成する新規に受け
付けたチームから抽選で補充します。
令和3年度の同連盟第1回大会の参加
申し込みも受け付けます。

【日時】2月6日㈯午後5時～7時（新規
チームの受け付けは午後6時から）

【費用】1チーム2,000円（年間登録料）、1名
700円（都軟式野球連盟年間納付金）
※大会に参加する場合は、1大会に付き1
チーム14,000円の費用が別途必要です。

【会場・申込み】費用と登録申込書3枚
をお持ちの上、当日直接、新宿コズミッ
クセンター（大久保3―1―2）へ。登録
申込書は、東京都軟式野球連盟のホー
ムページ（㋭http://www.tnbb.or.jp/）
から取り出せます。
※登録したチームを対象に2月20日
㈯午後5時30分から（午後5時開場）同
センターで区軟式野球連盟総会・代表
者会議を開催します。
● 審判講習会

【日時】3月14日㈰午前9時～午後3時
（雨天中止）
【対象】区内在住・在勤・在学の16歳以
上、70名

【会場・申込み】当日直接、落合中央公園野
球場（上落合1―2）へ。昼食をお持ちの
上、運動のできる服装でおいでください。

………＜以下共通＞………
【問合せ】同連盟☎090（8348）1692
（金子）へ。

バリアフリー

「わくわくプラネタリウム」 

● 星空散歩～冬・全天周デジタル投影
「スター オブ ファラオ」

　字幕・ヒアリングループ
の設置があります（入退
場自由。投影中の音出し
等可）。

【日時】2月7日㈰午前11時～11時50
分・午後2時～2時50分（受け付けは投
影開始の各30分前から）

【費用】100円（障害のある方の同伴者・
中学生までは無料）

【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ
クセンター8階（大久保3―1―2）へ。各
回先着75名。

【問合せ】新宿未来創造財団スポーツ・
マラソン課☎（3232）7701・㋫（3209）
1833へ。

遊びの達人養成講座 

【日時】2月27日㈯午後1時～4時30分
【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）

【対象】18歳以上、 50名
【内容】初対面のコミュニケーションが
円滑になる手法「アイスブレーキング
ゲーム」の解説・体験

【費用】1,500円（資料代等）
【持ち物】運動靴、飲み物。動きやすい服
装でおいでください。

【共催】新宿区
【申込み】はがきかファックスに3面記
入例のほか年齢を記入し、2月22日（必
着）までにNPO法人新宿区レクリエー
ション協会・金子（〒161-0032中落合
3―11―9）☎・㋫（3565）0120へ。応募
者多数の場合は抽選し、落選した方に
のみご連絡します。

中国語と日本語の

おはなし会 

【日時】2月11日㈷午後3時～3時45分
【協力】京進ランゲージアカデミー
【会場・申込み】当日午前9時～午後2時
45分にこども図書館（大久保3―1―
1、中央図書館内）☎（3364）1421へ。
定員8組。応募者多数の場合は抽選し、
午後2時50分に会場に当選番号を掲示
します。

新宿NPO活動基礎講座

（オンライン） 

● NPOのための会計講座
　～日常の仕訳・記帳から決算まで
　WEB会議ツール「Zoom」を利用し
たオンライン講座です（通信費等は申
込者負担）。4回連続での受講をお勧め
します。

新宿NPO協働推進センターホー
ムページ（㋭https://snponet.net）で
申し込みを受け付けます。詳しくは、
お問い合わせください。

【日時・内容】
▶ ①2月20日㈯午後1時
～3時…NPO法人の会計
の仕組み、▶②2月20日㈯
午後3時～5時…バランス
シート、▶③2月23日㈷午後6時45分
~8時45分…決算、▶④2月26日㈮午
後6時45分~8時45分 …NPO法 人 の
決算書（講師は田中義幸／NPO法人
日本公会計支援協会理事長、公認会計
士・税理士）

【対象】社会貢献活動に関わっている方、
NPO法人で会計を担当している方ほか

【費用】4,000円（各回1,000円）（資料代
等）

【問合せ】新宿NPO協働推進センター
☎（5386）1315へ。

読み聞かせ講習会 

【日時】2月24日㈬午前10時～11時45分
【会場】中央図書館（大久保3―1―1）
【対象】学校等で読み聞かせを始めたば
かりの方・これから始める予定の方ほ
か、20名
※お子さんの同伴はできません。

【内容】集団への読み聞かせの基本と本
の紹介

【申込み】1月27日㈬から電話または直
接、こ ど も 図 書 館（ 中 央 図 書 館 内 ） 
☎（3364）1421へ。先着順。

ささえーる 薬王寺の講座 

①元気に過ごすための
　食生活ランクアップ法

【日時・定員】2月24日㈬午
前10時～11時30分（8名）

【内容】食生活のチェックや一日の食事
の目安量と栄養のとり方ほか（講師は
米澤須美／管理栄養士）
②パソコン

【日時・定員】2月26日㈮午
後1時30分～3時（5名）

【内容】エクセル表計算、医療費の計算（講師
は松元美紀恵／NPO法人テラ・ガーデン）
③ストレッチ3B（さんびー）体操

【日時・定員】2月26日㈮▶午後1時35
分～2時25分、▶午後2時30分～3時20
分（2回とも同じ内容。各回10名）

【内容】ボール・ベル・ベルダー（3B）を使い3B）を使い3
音楽に合わせてストレッチ（講師は金子
和子／日本3B体操協会公認指導者）

………＜①～③共通＞………
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】2月4日㈭までに電話ま
た は 直 接、同 館（ 市 谷 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。

　今年度応募があった小学生の全作品を各小学校管内の
特別出張所ごとに展示します。展示時間・場所等詳しくは、お問い合わせください。
【日程】2月6日㈯～12日㈮（12日㈮は午後3時まで）
【会場】各特別出張所または地域センター
【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎3階）☎（5273）3740へ。

【申込み】はがきかファックスに参加者・同伴者（1名まで）両方について3面記入例のとお
り記入し、2月10日（必着）までに文化観光課文化資源係（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、
第1分庁舎6階）☎（5273）4126・㋫（3209）1500へ。定員40名（小学生までは保護者同
伴）。応募者多数の場合は抽選し、応募者全員に2月24日㈬以降に結果を発送します。

　漱石没後、門下生らが毎月、漱石の月命日の9日に漱石山房で
開いていた九日会にちなみ、講演会を開催し、漱石とその門下
生たちの情報発信をしていきます。

講師

中脇 初枝（作家）

©新潮社

文豪・夏目漱石が
生まれ育ったまち新宿

3月9日3月9日
午後4時30分～6時午後4時30分～6時午後4時30分～6時午後4時30分～6時午後4時30分～6時午後4時30分～6時午後4時30分～6時午後4時30分～6時

【会場】【会場】同館（早稲田南町7）同館（早稲田南町7）同館（早稲田南町7）同館（早稲田南町7）
「漱石とわたし」「漱石とわたし」「漱石とわたし」「漱石とわたし」「漱石とわたし」

明るい選挙啓発
ポスター展

【対象】区内在住・在勤・在学の方、500名
【内容】▶第1部…ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰式
▶第2部…講演

【申込み】1月27日㈬～3月5日㈮に新宿区ホームページから申し込めます。
先着順。申し込み者へ動画サイトのURLを送信します。

【問合せ】男女共同参画課（荒木町16、ウィズ新宿）☎（3341）0801へ。

◀「天上の虹」より
　©里中満智子

漱石山房記念館九日会

一昨年の展示

☆

　　　☆

★YouTubeを利用してフォーラムの動画（2時間程度）を
　3月12日㈮～25日㈭に配信します（通信費等は申込者負担）
　マンガ家の里中満智子さん（右下写真）を講師に迎え、男女共同参画の視
点を取り入れながら、ご自身の漫画の中で描かれた歴史上の女性の生き方
を通したメッセージを語っていただきます。

男女共同参画フォーラム

～意志の強い女性主人公を通したメッセージ～意志の強い女性主人公を通したメッセージ～意志の強い女性主人公を通したメッセージ

児童虐待防止に関する

研修会 

● 新宿区子ども家庭・若者サポート
　ネットワーク虐待防止等部会研修会

【日時】2月26日㈮午後2時30分～4時
30分

【会場】四谷区民ホール
（内藤町87）
【内容】講演「コロナ禍の
子どもを取り巻く状況
と今わたしたちにできる
こと」（講師は石井光太／
作家）

【申込み】1月27日㈬～2月16日㈫に電
話かファックス（3面記入例のとおり
記入）で子ども家庭支援課総合相談係
☎（3232）0674・ ㋫（3232）0666へ。
先着150名。

こども英語de工作会 

【日時】2月14日㈰午後2時～3時30分
（午後1時45分開場）
【対象】5歳～小学生、8名（未就学児は
保護者同伴）

【内容】英語で話しながら紙の帽子作り
（講師はトニー・コール／造形作家）
【会場・申込み】1月27日㈬から電話ま
たは直接、下落合図書館（下落合1―9
―8）☎（3368）6100へ。先着順。

人形劇 

● 人形劇団ポポロ作品
　「どうぞのいす」

【日時】2月14日㈰午前11時～12時
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】小学生までのお子さんと保護
者、40名

【申込み】1月27日㈬～2月7日㈰に電
話または直接、四谷図書館（内藤町87）
☎（3341）0095へ。応募者多数の場合
は抽選。

　子どもショートステイは、保護者が一時的にお子さんを養育できないときに、
区内の施設や地域の家庭「協力家庭」で、1週間まで泊まりで預かる事業です。協
力家庭になるには、「区内在住で18歳以上の同居者がいる25歳以上の方」「住居
が2室10畳以上」などの条件があります。協力家庭の募集は随時行っています。今
回は、2月の研修をお知らせします。
【日時・対象】▶①2月16日㈫午前10時～午後0時30分…保育士・看護師・教員の
資格をお持ちの方、東京都養育家庭またはフレンドホームとして認定されてい
る方、ファミリー・サポート・センター提供会員、ホームビジターとしての登録
者、子育て支援者養成講座修了者、子育て支援員研修修了者
▶②2月12日㈮午前9時30分～12時・16日㈫午前10時～午後5時、全2回…①の
対象に該当しない方
【会場】子ども総合センター（新宿7―3―29）
【内容】子どもショートステイ事業の概要、講義「区の子育て支援について」（②は
講義「子どもの発達について」と実習もあり）
【申込み】2月9日㈫までに電話で子ども家庭支援課総合相談係☎（3232）0674
へ。各定員8名。応募者多数の場合は抽選。

定期利用保育は、保護者のパートタイム勤務などで複
数月継続して保育を必要とする（原則として利用希望月
初日に就労先が決まっている）場合に利用できます。
定期利用保育には、「専用室型定期利用保育」と4・5歳児

の定員・保育室に余裕がある保育園・子ども園で実施する
「空き保育室型定期利用保育」があります（保育料は保護
者の住民税額に応じて区が決定）。
【募集園】右表のとおり。保育時間は、午前8時30分～午後
5時のうち、就労・通勤に必要な時間（延長保育はありませ
ん）
【申し込みに必要な書類】▶定期利用保育利用申込書、
▶保育の必要性を確認できる書類（就労証明書等）
【申込書等の配布】保育課入園・認定係、定期利用保育実施
園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。
【申込み】申込書等を2月22日～3月2日（必着）に郵送で
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。保育の必要性の程度（指数等）
や空き状況に応じて利用調整を行い、利用内定者を決定
します。調整結果は3月11日㈭以降にお知らせします。
※窓口での申し込みを希望する方は、事前に電話で来庁
日（3月2日㈫まで）を同係へご連絡の上、おいでください。
各園・特別出張所での申し込みはできません。
※認可保育園等の入園申し込みをしていない方が定
期利用保育の利用内定をした場合は、教育・保育給付
認定の申請をする必要があります。内定後、認定申請
書類をお送りしますので、利用開始月の前月までに提
出してください。

空き保育室型定期利用保育実施園
（満１歳以上のお子さんが対象※1） 所在地 電話番号 対象年齢（定員）※2

小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園 新小川町4―１１ （5206）3722 １～2歳（4名）
にじいろ保育園西早稲田 西早稲田１―2―2 （6273）9227 １～2歳（6名）
フロンティアキッズ曙橋 河田町3―１6 （6273）0886 １～2歳（6名）

★(仮称)あい保育園西新宿 西新宿6―１１―１3、
Dタワー西新宿2階 （6435）8702 １～2歳（6名）

★(仮称)きゃんばす東新宿保育園 新宿7―１6―8 （35１9）7787 １～2歳（6名）

※1 満１歳で離乳食が完了し、幼児食に移行しているお子さんは、特例１歳児として申し込みができます。
※2 定員は変更する場合があります。
★…4月開設予定園です。電話番号は開設準備室（運営事業者）の番号を掲載しています。

定期利用保育令和3年度の利用児を募集します

専用室型定期利用保育実施園
（6か月以上のお子さんが対象） 所在地 電話番号 利用定員

大木戸子ども園 四谷4―１7 （3359）42１2
0歳（2名）
１歳（4名）
2～5歳（4名）

おちごなかい子ども園（乳児園舎） 中井１―8―１2 （336１）１296 0歳（１名）
１～2歳（4名）

柏木子ども園（乳児園舎） 北新宿2―3―7 （3369）１062 0歳（１名）
１～2歳（2名）

西新宿子ども園 西新宿4―35―5 （3377）935１
0歳（１名）
１～2歳（2名）
3～5歳（１名）

ウィズブック保育園中落合 中落合3―2１―１0 （69１4）4960 0歳（１名）
１～5歳（2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・3階 （6908）１723 0歳（１名）

１～5歳（2名）

しんえい子ども園 もくもく 高田馬場4―36―１2 （5332）5544
0歳（2名）
１歳（4名）
2～5歳（4名）

二葉南元保育園 南元町4 （335１）38１9 0歳（１名）
１～5歳（6名）

講師

　トークショーと実技の二部構成の教室です。
トークショーでは、大林さんのオリンピックの思
い出や現在のバレーボール界について伺います。
実技では、レシーブ・トス・サーブ等を教えます。
【対象】小学生、60名
【申込み】電話かはがき・ファックス（3面記入例の
ほか、バレーボールの経験（サーブやアタックは
できるか）、年齢・学年、電子メールアドレス（お持
ちの方）を記入）で、2月5日午後6時（必着）までに
吉本興業㈱ワクワク!スポーツ体験プロジェクト

事務局（〒160-0022新宿5―18―21）☎（3209）
8197・㋫（3209）8264へ。同事務局ホームページ
（ ㋭https://wakuwakusports.yoshimoto.co.jp）
からも申し込めます。応募者多数の場合は抽選
し、2月9日㈫以降に結果を郵送・電子メールでお
送りします。定員に空きがある場合は、2月9日㈫
から電話かファックスで受け付けます（先着順）。
【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

ゲスト・司会

ゲストは左からデニ
ス・レインボー・とに
かく明るい安村
司会はキクチウソ
ツカナイ。
いずれも吉本芸人

バレーボール教室

バレーボールの基礎を学び
アタックを打てるようになろう

新宿区×よしもと ワクワク！スポーツ体験プロジェクト

◀大林素子
元バレーボール日本代表
ソウルオリンピック、バ
ルセロナオリンピック、
アトランタオリンピック
出場

日時：2月20日㈯午後1時～2時45分

　　（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後（受け付けは午後00時時303030分から）分から）分から）分から）分から）

会場：新宿スポーツセンター
　　 （大久保3―5―1）

協力家庭を希望する方向けに研修を実施しています

子どもショートステイの

「協力家庭」になって

地域で子育て支援活動してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか

▲同イベント
ホームページ

※新型コロナの影響で中止・変更する場合があります
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