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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

新宿NPO活動基礎講座 

●法人設立の?（はてな）を
　解決

【日時】5月18日㈫午後6時
45分～8時45分

【対象】法人化を検討されて
いる方ほか

【内容】基本事項の決定、認
証決定後の官公庁への届け
出など、法人設立に必要な
手続き（講師は瀧口徹／BLP-Network
副代表）

【費用】1,000円（資料代）
【会場・申込み】4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 ― 3 6 ―
12）☎（5386）1315・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着20名。
オ ン ラ イ ン で の 受 講 も で き ま す

（1,000円）。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。

ささえーる 薬王寺の

講座

①ウオーキング講座
箱根山等を目指し、

約5㎞を歩きます。
【日時・集合場所・定員】
5月18日 ㈫ 午 前9時40
分にささえーる 薬王
寺集合、正午にJR高田
馬場駅で解散（13名）

【講師】NPO法人新宿区ウオーキング
協会
②オンライン体験講座

【日時・定員】5月19日㈬
午後1時～3時（5名）

【内容】ウェブ会議ツー
ル「Zoom」の体験（講師
はNPO法人竹箒の会）
③ささえーる歌声広場

【日時・定員】5月25日㈫午前10時～11
時30分（8名）

【内容】ハミングによ
る嚥下機能等の促進
とリズム活動をとお
し た 口 腔 機 能 の ト
レーニング（講師は佐谷優佳／音楽
療法士）

④パソコン講座（基礎）
【日時・定員】5月28日
㈮ 午 後1時30分 ～3時

（5名）
【内容】ワード入門やさしい文書作成
（講師は松元美紀恵／NPO法人テラ・
ガーデン新宿）
⑤ストレッチ
　3B（さんびー）体操

【日時・定員】5月28日㈮
▶午後1時35分～2時25
分・▶午後2時30分～3
時20分（いずれも同じ内容、各回10名）

【内容】ボール・ベル・ベルダー（3B）の
補助具を使い、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）
⑥健康フラダンス講座

【日時・定員】5月29日㈯、
6月12日 ㈯・26日 ㈯ 午 前
10時15分～11時30分（11
名）、全3回

【内容】ハンドモーション
とステップでフラダンス

（講師は鈴木裕恵／レクリエーション
介護士）
※座ったままでも参加できます。

……＜①～⑥共通＞……
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】5月7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。

硬式テニス壮年

ダブルス大会 

【日時】6月13日㈰午前9時
～午後5時

【会場】甘泉園公園庭球場（西早稲田3
―5）

【対象】区内在住・在勤で50歳以上の
方、男性ペア・女性ペア各14組

【内容】6ゲーム先取1セットマッチ
【費用】1組2,500円（保険別）、ボール1
缶

【申込み】往復はがきに2面記入例のほ
か年齢・性別・パートナー名を記入し、5
月20日（必着）までに区硬式庭球連盟・
篠田康美（ 〒162-0052戸 山2―33―
1231）☎090（3812）8603へ。応募者多
数の場合は抽選。

　「東京五輪音頭-2020-」を踊って、新宿から東京2020
大会を盛り上げましょう。
※参加には、14日間の体温計測などの健康観察が必要です。

【日時・会場等】右表のとおり。時間はいずれも午後1時20
分~2時30分

開催回
（希望回） 日程 会場 定員

① 5月22日㈯ 新宿コズミックセンター（大久保3―1―2） 80名

② 5月27日㈭ 四谷スポーツスクエア（四谷1―6―4） 40名

③ 6月5日㈯ 新宿コズミックセンター（大久保3―1―2） 80名

④ 6月10日㈭ 四谷スポーツスクエア（四谷1―6―4） 40名

⑤ 6月19日㈯ 新宿コズミックセンター（大久保3―1―2） 80名

東京五輪音頭-2020-講習会

【持ち物】室内履き、飲み物、タオル
【申込み】往復はがきに2面記入例のほか、希望する回
（①～⑤の別（はがき1枚に付き1希望回まで））を記入し、
①は5月6日㈭、②は5月10日㈪、③は5月18日㈫、④は5月
21日㈮、⑤は6月1日㈫までに東京オリンピック・パラリン
ピック開催等担当課（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、第1
分庁舎7階）☎（5273）4220へ。応募者多数の場合は抽選。

♬♪

就学相談

いずれも所得制限があります。手当の支給は、原則として申請の翌月分からです。

◆児童育成手当

●育成手当
【対象】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、児童が下枠内
のいずれかに該当する方

【手当額（月額）】児童1人に付き13,500円
● 障害手当

【対象】心身に障害（身体障害者手帳1級～2級程度、愛の手帳1度～3度程度、脳性ま
ひ、進行性筋萎縮症）がある20歳未満の児童を養育している方

【手当額（月額）】児童1人に付き15,500円

◆児童扶養手当

【対象】18歳に達する日以後の最初の3月31日まで（児童に中度以上の障害がある
場合は20歳に達するまで）の児童を監護・養育し、児童が下枠内のいずれかに該当
する方

【手当額（月額）】所得に応じて10,180円～43,160円。児童が2人以上のときは、第2
子は5,100円～10,190円、第3子からは1人に付き3,060円～6,110円を加算（令和
3年4月1日現在）

◆医療費助成

　医療機関で健康保険による診療を受けた場合に、窓口で支払う自己負担分のう
ち、一部負担金等相当額を除く医療費を、申請日から助成します。

【対象】18歳に達する日以後の最初の3月31日まで（児童に中度以上の障害がある
場合は20歳に達するまで）の児童を養育していて、児童が下枠内のいずれかに該
当する方とその児童

▶父母が離婚した
▶父または母が死亡・生死不明・重度の障害の状態にあるか、法令により引き
続き1年以上拘禁されている
▶父または母に引き続き1年以上遺棄されている
▶父または母が裁判所からのDV（ドメスティックバイオレンス）保護命令を
受けた
▶婚姻によらない出生である（子の父（父子家庭の場合は母）に扶養される場
合を除く）

ひとり親家庭（母子・父子）等の方へ
福祉制度をご利用ください

■家事・育児のお手伝いが必要なとき

●家事援助者雇用費助成
　一時的な残業・出張・求職活動等で、ベビーシッターやホームヘルパーを
雇用する場合に、雇用費を助成します（助成額は所得により異なる）。利用時
間は午前7時～午後10時の間で、1回に付き2時間～8時間利用できます。事
前に利用者登録してください。

【対象】義務教育修了前の子どもがいるひとり親家庭の親（子どもが中学生
のみの方はひとり親家庭になってから6か月以内）

■仕事を探しているとき

●就労相談
　就労・資格・技術取得の情報提供、職業訓練校の紹介、ハローワークへの付
き添い、履歴書等の書き方や採用面接のアドバイス、カウンセリング等を行
います。

【対象】20歳未満の子どもがいるひとり親家庭の親
※所得制限等の要件があります。事前にご相談ください。

■離婚や養育費等の相談をしたいとき

●家庭相談、ひとり親相談
　離婚・養育費等の家庭内の相談や、ひとり親家庭の子育ての悩み・子ども
の学費等の各種相談をお受けしています。

■就学・就職の資金が必要なとき

●東京都母子及び父子福祉資金貸付
　就学・就職等の資金を貸し付けます。

【対象】都内に6か月以上お住まいで、20歳未満の子どもを扶養しているひ
とり親家庭の親
※面接による審査があります。早めにご相談ください。

■リフレッシュしたいとき

●ひとり親家庭休養ホーム
　指定の宿泊施設と日帰り施設を無料または低額な料金で利用できます。
親のみ、子どものみでは利用できません。

【対象】20歳未満の子どもがいるひとり親家庭の親と子ども

　相談先に困ったとき、対象の要件等詳しくは、お問い合わせください。
【問合せ】子ども家庭課育成支援係（本庁舎2階）☎（5273）4558へ。

助成・相談 手当・医療費助成

子育て中の世帯の方へ
育児用品や
子育てサービス等を

お贈りします　新型コロナの影響が長期化する中で、子育てをするひとり親世帯に給付金
を支給します。申請方法等詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホーム
ページでもご案内しています。

【問合せ】子ども家庭課育成支援係（本庁舎2階）☎（5273）4558へ。

低所得のひとり親世帯の方へ
子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）を支給します

対象 申請 給付額 給付方法

ひ
と
り
親
世
帯

⑴令和3年4月分の児童扶養
手当の支給を受けている方

申請の必要は
ありません

対象児童（★）
1人に付き
50,000円
（★）18歳に達
する日以後の最
初の3月31日ま
での間にある児
童（障害児の場
合は20歳未満）

5月中旬に児童
扶養手当の振込
先口座に支給

⑵公的年金等を受給している
ことにより、令和3年4月分の
児童扶養手当の支給を受けて
いない方
★令和元年中の所得が児童扶
養手当の支給制限限度額を下
回る方

申請が

必要です

★申請受付期
間は、5月6日㈭
～令和4年2月
28日（必着）で
す

申請した方に、
審査の上、指定
口座に支給⑶令和3年4月分の児童扶養

手当は受給していないが、新
型コロナの影響で家計が急変
し、収入が児童扶養手当を受
給している方と同じ水準とな
っている方

●東京都出産応援事業
　コロナ禍で子どもを産
み育てる家庭を応援する
た め、令 和3年1月 以 降 に
出生した子のいる世帯を
対象に、子ども1人当たり
10万円分の離乳食等の食
料品、ベビーカー等の育
児用品、ベビーシッター
等の育児サービスなどを
提供します。
　対象の世帯には、5月以降、順次ご案内のギ
フトカードを発送します。
　詳しくは、お問い合わせください。

【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手当係（本
庁舎2階）☎（5273）4546へ。

新型コロナ関連情報

　お子さんの心身の状態や成長に
応じて適切な教育を受けられるよ
う、専門の相談員が教育環境など
を保護者と一緒に考えます。お子
さんの入学・進学・転学に心配等の
ある方は、ご相談ください。

【受付期間】11月30日㈫まで
【対象】▶令和4年4月に小・中学校
へ入学予定の方
▶現在小・中学校に在籍し、特別支
援学級または特別支援学校への転
学をお考えの方

【相談場所・申込み】電話で教育
支援課特別支援教育係（大久保3
―1―2、新宿コズミックセンター
4階）☎（3232）3074へ。

　東京2020大会コミュニティライブサイトは、大画面で競技中継映像を見ながら来場者が一緒に応
援するイベントです。東京2020大会の臨場感や会場との一体感が味わえます。
　オリンピック・パラリンピックの各開催期間中、区内の東京2020大会コミュニティライブサイト
で、来場者へのイベント案内や運営・会場整理などのサポートをしてみませんか。
★参加を希望する方は、まずは「新宿2020サポーター」にご登録ください（右下記）。
※新宿2020サポーターは、聖火リレーのボランティアに参加できます（オリンピック聖火リレーは
7月23日㈮、パラリンピック聖火リレーは8月20日㈮実施）。

「新宿2020サポーター」に登録して

「東京2020大会コミュニティライブサイト」で

ボランティアをしてみませんか

【日程・会場】下表のとおり
◆ オリンピック期間

活動日程 活動場所

7月21日㈬～8月8日㈷ 新宿住友ビル三角広場（西新宿2―6―1）

◆ パラリンピック期間
活動日程 活動場所

8月24日㈫～9月5日㈰ 工学院大学（西新宿1―24―2）

区主催東京2020大会コミュニティライブサイトについて

　「新宿2020サポーター登録申込書」を郵送またはファックス・電子
メールで5月9日（必着）までに新宿未来創造財団地域交流課「新宿2020
サポーター」担当（〒169-0072大久保3―1―2、新宿コズミックセン
ター内）㋫（3209）1833・㋱shinjukusapo@regasu-shinjuku.or.jpへ。
※詳しくは、東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課・特別出張所等で
配布している「新宿2020サポーター」チラシをご覧ください。チラシは新宿区
ホームページ（二次元コード）から、申込書は同財団ホームページ（㋭http://
regasu-shinjuku.or.jp）からも取り出せます。5月9日㈰までに上記新宿2020サ
ポーターに登録した方には、ボランティアとして参加するための申し込み方法
等を5月12日㈬までにメールでご案内します。

新宿2020サポーターの登録方法

※ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯への給付金は、決まり
次第、お知らせします。

【問合せ】▶登録・申し込みについて…新宿未来創造財団
地域交流課「新宿2020サポーター」担当☎（3232）
5121、▶サポーター制度・イベントについて…東京オリ
ンピック・パラリンピック開催等担当課（第1分庁舎7階）
☎（5273）4220へ。

♬♪

※結果は、①は5月7日㈮、②は5月12日㈬、③は5月20日㈭、
④は5月25日㈫、⑤は6月3日㈭に応募者全員に発送します。

▲「東京五輪音頭-2020-」DVD
（同課等で貸し出しています）
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