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シルバー人材センターでは、シルバー世代の就業機会を増や
すとともに、受講生の生きがいづくりのきっかけとなるよう、
さ
まざまな教室を開講しています。

シルバー人材センターからのお知らせ
教室名

◆ 新規会員を募集します

センターの会員になって、家事援助や区役所・学校での事務補助などの仕事
をしてみませんか。区内在住の60歳以上で、健康で就業意欲のある方を募集
しています。
● インターネットで入会申し込みができます
同センターホームページ
（二次元コード。
㋭https://www.s22s.
jp/ef/1332/flow）から30分程度の入会説明会の動画をご覧い
ただいた後に、入会申し込み、個別面談を予約できます。後日、同
センターで入会登録手続き・接遇研修・就業相談を行います。
● 対面式による入会説明会もあります
1時間程度の説明会を受講した後、入会申し込みを受け付けます。入会を
申し込んだ方には、
後日接遇研修・就業相談を行います。
【説明会日時】▶5月20日㈭・21日㈮、時間はいずれも午前10時から・午後1
時30分から
【会場・申込み】
電話で同センターへ。各回定員10名。

シニア活動館の催し
戸山 シ ニ ア 活 動 館
戸山の歴史を語り継ぐ集い
【日時】5月16日㈰午後2時〜3時30分
【内容】
尾張藩主徳川慶勝がテーマの
講演（講師は藤田英昭／徳川林政史
研究所研究員）
【会場・申込み】
5月14日㈮までに電話
で 同 館（ 戸 山2―27―2）☎
（3204）
2422へ。先着50名。

西新 宿 シ ニ ア 活 動館
①紙粘土でマカロンを作ろう!
【 日 時・定 員 】5月29日 ㈯・30日 ㈰ 午
前10時〜11時、
50分、全2日（6名）
【内容】▶1日目…マカロンのベース作
り・▶2日目…成型・デコレーション

５月16日

主な内容
パソコンの動かし方、
マウス操作、文字入力の基礎

Ｂ ワード基礎

文書作成の基本操作、
イラスト入りの文書作り

Ｃ ワード中級

ワードの表作成機能を使った
見やすい文書作り

Ｄ ワード活用

アート機能などを使った
見栄えのよい文書作り

Ｅ エクセル基礎

データ入力・数式の使い方、
表作成

Ｆ エクセル中級

集計表・グラフの作成

Ｇ エクセル活用

Ｈ

データベース操作
（データの並べ替え・抽出）

イ ン タ ー ネ ッ ト・ インターネットの使い方、
メール
メールの送受信

区内在住
50歳以上の方が対象

【費用】450円（材料費）
【持ち物】エプロン・タオル・伸ばし棒
として使用できる円筒形のもの（ヘ
アスプレーの空き容器など）
②ここからはじめる体幹トレーニング
【 日 時・定 員 】6月9日 〜11月24日 の
第2・4水 曜 日（7・8月 は 第1・4水 曜
日）午前10時〜11時、全12回（12名）
【内容】横になった状態で行うトレー
ニング
（講師は福井豊／フィットネ
スインストラクター）
【持ち物】ヨガマットまたはバスマッ
ト、飲み物
………＜①②共通＞………
【会場・申込み】5月7日㈮~5月24日
㈪に電話で同館（西新宿4―8―35）
☎（3377）9380へ。①は先着順、②は
応募者多数の場合は抽選。

日程（各教室2日間）

初めての
Ａ
パソコン

◆パソコン教室

【日時・内容等】右表のとおり。午前クラスは午前9時30分〜午後0時20分、午後
クラスは午後1時〜3時50分、各全2回
【対象】
区内在住・在勤の方で、
Aはパソコン未経験の方、
BEHは文字の入力ができる
方、
CDはワードの基本操作・FGはエクセルの基本操作ができる方、
各クラス4名
【費用】Ａは3 000円、
B〜Hは4 000円（2日分。別途テキスト代500円）
【会場・申込み】
5月14日
（必着）までにはがきかファックス（6面記入例のほか希
望クラス（①〜㉒の別）を記入）で同センター（〒160―0022新宿7―3―29、新宿
ここ・から広場しごと棟）☎
（3209）
3181・㋫
（3209）4288へ。応募者多数の場合
は抽選。
結果は5月24日㈪ころに発送します。
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クラス

6月1日㈫・2日㈬

①午前
②午後

7月1日㈭・2日㈮

③午前
④午後

6月3日㈭・10日㈭

⑤午前
⑥午後

7月5日㈪・12日㈪

⑦午前
⑧午後

6月14日㈪・21日㈪

⑨午前

7月19日㈪・26日㈪

⑩午後

6月15日㈫・22日㈫

⑪午前

7月20日㈫・27日㈫

⑫午後

6月4日㈮・11日㈮

⑬午前
⑭午後

7月6日㈫・13日㈫

⑮午前
⑯午後

6月14日㈪・21日㈪

⑰午後

7月19日㈪・26日㈪

⑱午前

6月15日㈫・22日㈫

⑲午後

7月20日㈫・27日㈫

⑳午前

6月16日㈬・23日㈬

㉑午前

7月9日㈮・16日㈮

㉒午後

人形劇

小学校入学に向けての就学相談
【日時】5月24日㈪午前10時15分〜12
時
【会場】区立教育センター（大久保3―1
―2）
【対象】
令和4年4月に小学校入学を迎え
る障害のあるお子さんや、発達が気に
なるお子さんの保護者ほか、
50名程度
【内容】区の特別支援教育の概要と就学
相談の流れ等
【申込み】5月7日㈮から電話で子ども
家庭支援課発達支援係☎（3232）
0679
へ。先着順。

【日時】
5月29日㈯午後2時30分〜3時
40分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）
【対象】小学生までのお子さんと保護
者、
20名
【演目】
「 おむすびころりん」
「 くいしん
ぼうのミーちゃん」
（出演は人形劇団オ
フィスやまいも）
【申込み】
5月8日㈯から電話で北新宿
図書館
（ 北 新 宿3―20―2）☎
（3365）
4755へ。
先着順。

中央図書館の旧校庭部分に

そらとだいちの図書館オープン!

中央図書館の旧校庭部分に菜園とパパイヤに囲まれたくつろぎスペース
「そらとだいちの図書館」がオープンします。まずは「苗植え体験」からスター
トします。今後は、地域のにぎわいや繋がりづくりを目的に、青空おはなし会
や収穫体験等、
さまざまな屋外イベントを実施していきます。

そらとだいちの図書館完成イメージ

オープニングイベント
苗植え体験

【日時】
5月16日㈰午前10時〜12時（小雨実施）
【会場】
中央図書館旧校庭（大久保3―1―1）
【対象】
小学6年生までのお子さんと保護者、20組
※申し込みがなくても見学できます。
【持ち物】
軍手、
タオル。動きやすい服装と靴でおいでください。
【申込み】電話かファックス（6面記入例のとおり記入）で5月12日㈬までに中央
図書館
（大久保3―1―1）☎（3364）1421・㋫
（3208）2303（月曜日休館）へ。応募
者多数の場合は抽選。結果は前日までに応募者全員にお知らせします。

調べ学習♪

僕もやりたい!

こうやって
作るんだよ!

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。

外で読むのも
いいね!

