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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

　子育ての援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい方（提
供会員）の、相互援助活動です。いずれも会員登録が必要です。
【主な援助活動】
▶保育施設等の開始時間まで、または終了時間後の児童の預かり
▶保育施設等までの送迎（原則、区内のみ）
▶保育施設等休業日の児童の預かり
▶保護者外出時の児童の預かり
【活動時間】午前6時～午後10時
【活動費（1時間あたり）】▶午前7時～午後7時…800円
▶午前6時～午前7時・午後7時～午後10時…900円

■⑵提供会員の登録を希望する方
　4日間の講習会に参加してくださ
い。受講できなかった科目は次回の講
習会で受講できます。講習会修了後、⑴
の説明会に1日参加後、登録となりま
す。
【講習会日時】6月17日㈭・18日㈮・21
日㈪・22日㈫午前9時～午後5時、全4日
※講習会は、9月・令和4年1月にも開催
します。
【会場】区社会福祉協議会
【対象】区内在住・在学の18歳以上で心
身ともに健康な方、15名
※応募者多数の場合は、次回以降の講
習会をご案内する場合があります。

■⑴利用会員の登録を希望する方
　説明会に参加してください（予約制）。
【説明会日時・会場】▶①区社会福祉協議
会（高田馬場1―17―20）…4月24日㈯、
5月15日㈯、19日㈬、22日㈯、25日㈫、6
月3日㈭、5日㈯、12日㈯、14日㈪、7月3
日㈯、6日㈫、10日㈯、12日㈪、20日㈫
▶②ゆったりーの（北山伏町2―17、北
山伏児童館1階）…5月10日㈪
▶③中落合子ども家庭支援センター
（中落合2―7―24）…6月8日㈫
※②③は午前10時から。①の時間等は
お問い合わせください。
【対象】区内在住・在勤・在学で、子育ての
援助を必要とする生後43日～18歳（18
歳に達する日以降の最初の3月31日ま
で）のお子さんの保護者。妊娠6か月～9
か月で体調が安定している方、各回15名
※妊娠中の方は出産後の登録になります。
※ご家族1名でご参加ください。

・・・・＜⑴⑵共通＞・・・・
【申込み】4月19日㈪午前10時から
電話で新宿区ファミリー・サポート・
センター☎（5273）3545へ。先着順。

地域で子育てを応援しています

ファミリー・サポート・センター会員募集

わくわくプラネタリウム 

●星空散歩～春～と全天周デジタル
　投影「スター大百科」
　字幕・ヒアリングループがあります。
【日時】5月5日㈷午前11時～11時50分
（午前10時30分開場、途中入退場自由）
【費用】100円（中学生までと障害のあ
る方の同伴者は無料）
【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ
クセンター8階プラネタリウム（大久
保3―1―2）☎（3232）7701へ。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へ。

区民ギャラリーコンサート 

●初夏のミニコンサート
　～木琴が彩る音楽のひととき
【日時】5月16日㈰午
後2時～3時（午後1時
30分開場）
【曲目】「アイガットリ
ズム」「雨に唄えば」ほ
か（ 演 奏 はodorata
（オドラータ））
【会場・申込み】往復はがき・電子メール
（5面記入例のとおり記入）で4月30日
（必着）までに区民ギャラリー（〒160―
0023西新宿2―11―4、新宿中央公園内）
☎（3348）6277・ ㋱info@shinjuku-
ecocenter.jpへ。定員50名。応募者多
数の場合は抽選。同ギャラリーホーム
ペ ー ジ（ ㋭https：//www.shinjuku-
ecocenter.jp/）からも申し込めま
す。

初心者向けパソコン講座 

【日時・定員】5月14日㈮
午後1時30分～3時（5名）
【対象】区内在住の方
【内容】簡単な文書入力と保存（講師は
松元美紀恵／NPO法人テラ・ガーデン新宿）
【会場・申込み】4月23日㈮までに電話
または直接、ささえーる 薬王寺（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。

リサイクル講座 

●タオルからぞうり作り
【日時】5月18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】バスタオル1枚または浴用タ
オル4枚、物差し、はさみ、マスク、目打
ち（お持ちの方）
【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5面記入例
のとおり記入し、4月28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。月曜日が祝日等の場合
は翌日休館）へ。応募者多数の場合は
抽選。

■夏休み期間の利用抽選

【対象】区内在住・在勤の方と同行する方
【利用期間】7月15日㈭～8月31日㈫
※南（区民）棟は館内内装工事に伴う休館のため、7
月31日㈯まで利用できません。北（学校）棟は学校
行事のため利用できない日があります。
【宿泊日数】3泊4日以内（1グループ5室以内）
【申込み】4月25日（必着）までに宿泊受付窓口と各特別出張所で配布している「専
用往復はがき」でお申し込みください（1グループに付き1枚）。抽選結果は、5月7日
㈮までに応募者全員にお知らせします。
【当選した方】5月14日㈮までに宿泊受付窓口に電話または直接、利用申請をしてく
ださい。期限までに利用申請がない場合は、当選結果（予約）を取り消します。
※抽選後の空室は、通常どおり利用希望日の2か月前の同日から2日前まで、宿泊
受付窓口で予約を受け付けます。
【区の担当課】教育支援課教育活動支援係☎（3232）1058

ご利用
ください

ヴィレッジ女神湖（長野県立科町）

【宿泊受付窓口】新宿区保養施設受付（区役所本庁舎1階）☎（5273）3881（月
～金曜日（祝日等を除く）の午前9時～午後5時）へ。
※土・日曜日、祝日等は☎（5369）3902（午前10時～午後6時）へ。

図書館運営協議会　区民委員

　区立図書館の運営や図書館サービス
について、図書館利用者の立場からご
意見をいただきます。
【対象】区内在住の20歳以上（令和3年4
月1日現在）で、区立図書館に利用登録
がある方、4名
【任期】6月24日から2年間
【報酬】協議会に出席の都度、8,000円

（年4回程度。初回は9月以降に開催予定）
【申込み】新宿区立図書館基本方針（新
宿区ホームページ等で掲載）をお読み
の上、原稿用紙に「区民の視点からの区
立図書館サービスのあり方」がテーマ
の作文（800字程度）と住所・氏名・電話
番号・年齢・職業を記入し、5月7日㈮ま
でに郵送（必着）または直接、中央図書
館管理係（〒169―0072大久保3―1―
1）☎（3364）1421（午前9時～午後5
時。4月15日㈭・19日㈪・26日㈪、5月6
日㈭は休館）へ。選考結果は、応募者全
員にお知らせします。

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。
※電子メールは、件名に
講座・催し名を記入。

講座・催し等の
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

■ 補償の対象となる活動

　次の全てを満たす活動
▶区内在住または区内に活動拠点がある方で構成する地域団体の活動
▶広く公共の利益を目的とした自発的な活動
▶年間を通じて計画的に行う活動
▶無報酬で行う活動（交通費等の実費は無報酬とみなします）
▶区内での活動または区民が行う国内での活動
●公益活動の例
▶町会・自治会の活動、▶防災・防犯活動、▶資源ごみの回収・リサイクル活動、▶交
通安全活動ほか
●対象外の例
▶政治・宗教・営利を目的とする活動、▶有償で行う活動、▶会員同士の懇親・親睦
を目的とする活動、▶職場や学校などの行事として行う活動ほか

■ 事故が発生したときは

　傷害や賠償責任が生じる事故が発生したときは、事故発生日から14日以内に地域
団体の代表者が「コミュニティ活動事故報告書」を区に提出してください。報告書
は、同課・特別出張所で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。

★「『ピーポ110ばんのいえ』災害補償」は、3月でコミュニティ活動補償制度
の取り扱いを終了しました。4月からは、「『ピーポ110ばんのいえ』見舞金制
度」として実施しています。詳しくは、お問い合わせください。
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎2階）☎（5273）4261へ。

安心して町会・自治会・ボランティア活動等ができるように

活動中の事故による損害を補償します

コミュニティ活動補償制度の活用を

　区が保険料を負担し、コミュニティ活動中の事故に
よる損害を補償しています。補償内容等詳しくは、地域
コミュニティ課・特別出張所で配布するパンフレット
でご案内しているほか、新宿区ホームページからもご
覧いただけます。
【問合せ】地域コミュニティ課コミュニティ係（本庁舎
1階）☎（5273）4127へ。

●第2回地域コミュニティ事業助成
　区民主体の地域活動団体が行う防犯パトロールや世代間交流等の取り組みを
支援し、地域コミュニティの活性化・絆づくりを推進します。
【対象団体】
▶町会・自治会、地区町会連合会、地区協議会、マンション等共同住宅の居住者で
構成される団体またはこれらいずれかの団体を含む実行委員会
▶地域活動団体・NPO法人等（一定の要件あり）

地域活動団体の取り組みを応援

地域コミュニティ事業に

助成します

申請期限は

5月31日

地域ささえあい活動助成金
助成団体の募集

　区社会福祉協議会が共同募金を主な財源に地域の皆さんの活動を応援します。
【対象団体】区内で活動する、福祉団体、町会・自治会、市民活動団体、当事者団体ほ
か
【対象事業】7月1日㈭以降に実施する、▶地域福祉の視点が盛り込まれた行事や活
動、学習会、▶地域での支えあい・助けあい活動、▶ふれあい・いきいきサロンの運
営、▶障害者・難病患者などの当事者団体の活動ほか
【申込み】事前連絡の上、所定の申請書等を5月20日㈭までに同協議会法人経営課
（高田馬場1―17―20）☎（5273）2941へ直接、お持ちください。ガイドライン・
要綱・申請書は同協議会で配布するほか、同協議会ホームページ（㋭http://www.
shinjuku-shakyo.jp）から取り出せます。

分譲マンション向け管理セミナー
これからのマンションのあり方

【日時】5月15日㈯午前10時～11時30分（午前9時30分から受け付け）
【会場（受講方法）・対象】
▶牛込簞笥区民ホール（簞笥町15）で受講…区内分譲マンションの管
理組合役員・区分所有者・居住者、50名
▶オンラインで受講…区内分譲マンションの管理組合役員・区分所有
者・居住者でYouTube動画配信を視聴できる機器をお持ちの方、50名
【内容】▶第1部…事業報告「タワーマンション実態調査から見えたマン
ションの課題とコミュニティづくりに向けた支援策」、▶第2部…活動
報告「マンション居住者による活動事例」（テーマは「マンションと町会
の融合による富久町まちづくり」（報告者は久保谷高志・富久クロ
スコンフォートタワー居住者）、「新宿区マンション交流会ネットワークの活動」
（報告者は鈴木康雄・新宿区マンション交流会ネットワーク代表））
【申込み】4月19日㈪～30日㈮に同セミナー案内チラシに必要事項を記入しファ
ックス等で住宅課居住支援係（本庁舎7階）☎（5273）3567・㋫（3204）2386へ。先
着順。チラシは同課、特別出張所、区立図書館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。会場で受講する方は電話でも受け付けます。

■認知症介護者相談

【日時】5月10日㈪午
後2時～4時
【会場】区役所第1分
庁舎2階区民相談室
【対象】認知症の方の介護者等で心や体
に悩みを抱えている方、3名
【内容】西新宿コンシェリアクリニック
精神科医師による個別相談
【申込み】4月19日㈪から電話で高齢者
支援課高齢者相談第一係（本庁舎2階）
☎（5273）4593へ。先着順。

■認知症・もの忘れ相談

【日時・会場】▶①5月13日㈭…四谷高
齢者総合相談センター（四谷三栄町10
―16、四谷保健センター等複合施設4
階）▶②5月24日㈪落合保健センター
（下落合4―6―7）、いずれも午後2時
30分～4時
【対象】区内在住でもの忘れが心配な
方、各日4名
【内容】医師による個別相談（相談医は
①は新宿区医師会認知症・もの忘れ相
談医、②は東京医科大学病院高齢診療
科医師）
【申込み】4月19日㈪から電話で①は
四 谷 高 齢 者 総 合 相 談 セ ン タ ー
☎（5367）6770、②は落合第一高齢者
総合相談センター☎（3953）4080へ。
先着順。

■認知症介護者家族会（学習会）

【日時】5月13日㈭午後1時30分～3時
30分
【会場】百人町地域交流館（百人町2―
18―21）
【対象】区内在住で認知症の方を介護し
ているご家族ほか、10名
【内容】講座「ケアマネとの上手なつき
あい方」（講師は塩川隆史/ケアマネジ
ャー）と介護者同士の交流会
【申込み】4月19日㈪から電話かファッ
クス（5面記入例のとおり記入）で高齢
者支援課高齢者相談第二係（本庁舎2
階）☎（5273）4594・㋫（5272）0352へ。
先着順。

■認知症サポーター養成講座

　認知症の正しい知識等を学びます。
参加した方には、認知症サポーター養
成講座の受講のしるし「認知症サポー
ターカード」を差し上げます。
【日時】6月1日㈫午前9時45分～11時
15分
【会場】四谷保健センター（四谷三栄町
10―16）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、25名
【申込み】4月19日㈪から電話かファッ
クス（5面記入例のとおり記入）で高齢
者支援課高齢者相談第二係（本庁舎2
階）☎（5273）4594・㋫（5272）0352へ。
先着順。

認知症に関する相談・学習会・講座

【申込み】事前に相談の上、所定の申請書等を5月31日㈪までに事業を実施する
地域の特別出張所（特別出張所所管地区以外は地域コミュニティ課コミュニテ
ィ係（本庁舎1階）☎（5273）4127）へ。
※各特別出張所等で申請に関する相談を受け付けています。
※6月30日㈬までに交付対象事業を決定します。
※詳しくは、新宿区ホームページ、特別出張所・地域コミュニティ課コミュニテ
ィ係で配布している募集要項でご案内しています。
※第3回目の募集は、11月1日㈪～令和4年3月31日㈭に実施する事業を対象に申
請を受け付ける予定です。詳しくは、広報新宿後号でご案内します。

【対象事業】
7月1日㈭～令和4年3月31日㈭に実施する次のいずれかの事業
▶地域全体の課題解決
▶安全安心なまちづくり
▶地域交流の促進
【助成金額】
原則として助成対象経費の4分の3（1事業に付き原則として上限10万円）
★交通安全運動、防犯パトロール・見守り活動、路上清掃、町会・自治会掲示板の
新設等、防災訓練のうち、事業実施にあたり収入のないものは助成対象経費の
10分の9、新型コロナ対策の物品経費は10,000円まで10分の10を助成します。

▲救命救急講習の様子

スペシャルおはなし会

【日時】5月1日㈯▶①午前11時～11時
45分・▶②午後3時～3時45分
【対象】小学生までのお子さんと保護
者、各回8組
【内容】絵本の読
み聞かせ、新聞紙
を使った折り紙
ほか
【会場・申込み】当日直接、①は午前9時
～10時45分、②は午前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。応
募者多数の場合は抽選し、①は午前
10時50分、②は午後2時50分に会場
に当選番号を掲示します。

はじめての

プログラミング講座

●じぶんでゲームを
　つくってみよう
【日時】5月9日㈰午後
1時30分～3時
【対象】小学1～3年生、
5名
【講師】小田垣宏和（図書館パートナー
ズ理事）
【会場・申込み】4月17日㈯から電話また
は直接、中町図書館（中町25）☎（3267）
3121へ。先着順。

子ども向け人形劇会

【日時】5月5日㈷▶①午前11
時～12時・▶②午後2時～3時
【対象】中学生まで、各回20名
（保護者の同伴可）
【内容】「三びきのやぎのガラガラドン」
（出演は人形劇団ポポロ）
【持ち物】靴を入れる袋
【会場・申込み】往復はがきに5面記入例
のほか、参加者全員の氏名、中学生まで
の方の年齢、希望時間（①②の別）を記
入し、4月25日㈰（消印有効）までに中央
図書館（〒169―0072大久保3―1―1）
☎（3364）1421へ。応募者多数の場合
は抽選。
【問合せ】こども図書館☎（3364）1421
へ。

行政書士無料

法律相談会

【日時】5月21日㈮午後
6時10分から・午後7時から・午後7時
50分から（1人30分程度）
【内容】行政書士による相続、就労問題
などの法律相談
【協力】東京都行政書士会新宿支部
【会場・申込み】4月17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。各 回 先 着1
名。

図書館の催し・お知らせ

カビや雑菌等を除去する書籍除菌機を設置しました
　区立図書館では、貸し出した書籍を安心して持ち帰っていただくため、全館に
書籍除菌機を設置しました。
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