（6）第 2362号

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

…講座

令和3年（2021年）7月25日発行

新宿区子ども未来基金を活用し
子どもの育ちを支援する活動に助成します
二次募集
（8月5日㈭申請受け付け開始）
【対象】
区内のお子さんと子育て家庭を
対象とした次のいずれかの活動
▶学び・共食・体験の機会や活動の場の
提供、子どもの情緒や創造性の育成、孤
食や育児の孤立化を防止する活動
▶ひとり親家庭・生活困窮家庭等、困難
を抱えた子どもや家庭を支援する活動
▶子どもの発育発達や不登校、思春期
のこころの問題などを抱える子どもと
その保護者を地域でサポートする活動
※他の公的な補助を受けている活動、
政治的または宗教的活動に係る活動、
営利を目的とした活動は除く
●

【対象団体】次の全てに該当する団体
夏休みこどもエコ講座
▶活動する会員数が5人以上
「エコにトライ！」（オンライン）
▶原則として、助成を受けようとする
● 学習動画の公開
活動の実績がある
「新宿の自然環境を探る7つの視点」
▶継続的に活動する意思がある
【助成額】申請日以降に必要とする対象 と題し、エコギャラリー新宿のホーム
ペ ー ジ（ ㋭https://www.shinjuku経費
（50万円を限度）
※令和3年度は新型コロナ対応の費用を ecocenter.jp/）で、子ども向けオンラ
インコンテンツとして4本の学習動画
加算して助成します
（10万円を限度）
。
【助成金の交付】審査の上、助成活動・金 とワークシートを7月28日㈬から順次
公開します。
額を決定し交付
「みどりの小道」環境日
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎 ※自由研究や
2階）☎
（5273）4261へ。申請方法等詳 記の参考にご活用ください。
【 問 合 せ 】環 境 学 習 情 報 セ ン タ ー
しくは、お問い合わせください。
寄附によるご協力ありがとうございます。
今後もご支援・ご協力をお願いします
☎（3348）6277へ。

テーマは

｢家族で｣｢おうちで｣楽しむ野菜メニュー

教えて!あなたの
自慢の野菜レシピ

新 宿 NPO活 動 基 礎 講 座
（ オン ライン ）
クラウドファンディング
〜インターネットで資金調達
【日 時 】8月26日 ㈭ 午 後6時45分 〜8時
45分
【対象】社会貢献活動をしている方、活
動資金確保にお悩みの方、
20名
【費用】
1 000円
（資料代等）
【申込み】7月27日㈫から新宿NPO協
働推進センターホームページ
（㋭https://snponet.net）でお申し込
みください。
先着順。
【問合せ】
同センター☎
（5386）
1315へ。
●

メニューコンクール

【募集対象】
中学生
（区内在住・在学）
個人または4名
過去の受賞作品
受賞作品はレシピカードにして 受賞者には
以下のグループ
賞状・記念品を
スーパー等で配布
【募集内容】
家族で楽しめる野菜を使ったメニュー
▼モーニング
贈ります
スティック
のレシピ
（作り方）
で、下記の全てを満たすもの
▶材料に緑黄色野菜・淡色野菜を合計70g以上
（1人分）
と手に入りやすい食材を使う、
▶30分程度で4人分を
▲サバサンド
作ることができる、
▶オリジナルで未発表の料理
【表彰】
優秀賞10作品（書類審査）
※受賞作品は新宿区ホームページに掲載します。
◀Jaco de
【申込み】所定の応募用紙を8月2日㈪〜31日㈫に健
cake salés
▲ レ シ ピ カ ー ▲伊那の「うまいものセット」
康づくり課健康づくり推進係
（〒160-0022新宿5
（ケークサレ）
を後日お送りします。
▲過去のレシピカード
ド配布の様子
―18―14、新宿北西ビル4階）☎
（5273）
3047へ郵
「しんじゅく野菜の日」動画レシピを活用して ◀野菜に首っ
送
（必着）
してください。
応募用紙は同係で配布して
いるほか、
新宿区ホームページから取り出せます。
※区立中学生には学校で応募用紙を配布していま
す（学校に提出できます）。

拡大
ナ が こそ
ロ
コ
今
いる
して

野菜料理を自宅で 作って 食べて 健康に
たけ！レシピ

動画
新宿区公式YouTubeチャンネルで簡単においしく野菜が取
れるレシピを動画で紹介しています。
ぜひご活用ください。

区民保養施設の
利用申し込み
【受付窓口・電話】新宿区保養施設受付
（本庁舎
11月宿泊分
グリーンヒル八ヶ岳

区議会 からのおしらせ
◎新宿区議会議員政治倫理審査会 区民委員を募集

新宿区議会議員政治倫理審査会（区民委員3名・学識経験者2名・議員3名で構
成）は、区議会議員の政治倫理基準等に違反した行為に対する審査請求があった
ときに審査を行うほか、政治倫理の確立のための調査等を実施します。
【対象】区内在住の18歳以上（令和3年12月1日現在）
、
3名
【任期】12月1日〜令和5年11月30日
【報酬】審査会（審査請求等があったときに開催）
に出席の都度、
10 000円
【申込み】
「区議会議員に期待すること・求めること」がテーマの作文
（800字程度）
新型コロナ感染拡大防止のため、当面の間、客室数を減らして営業します。
に住所・氏名・性別・年齢・電話番号を記入し、
8月31日㈫までに議会事務局調査管
◎抽選（区民抽選予約）
【申込開始日】▶区民優先予約…8月21 理係へ郵送
（必着）
してください。
作文は選考後に返却します。
区内在住の方のみ申し込めます。
日㈯、
▶一般予約…9月1日㈬
❖ 区議会に関するアンケート調査にご協力を
【申込期間】
8月1日〜10日（必着）
【11月の休館日】8日㈪〜10日㈬
区民の皆さんの区議会に対する意識等を伺い、今後の議会改革の取り組みの
【申込方法】
受付窓口・特別出張所・生涯 ※利用のご案内
「区民保養施設ハンドブッ 基礎資料とするため、調査を実施します。無作為に抽出した区内在住の18歳以上
学習スポーツ課で配布の「抽選はがき」 ク」
・抽選はがきは受付窓口・特別出張所・生 の方、3 000名に調査票を発送しました。
対象の方は、
ご協力をお願いします。
でお申し込みください。
8月19日㈭こ 涯学習スポーツ課で配布しています。
【回答方法】8月27日㈮までに調査票に同封の返信用封筒で返信（消印有効）また
ろまでに結果通知が届かない場合は、 【問合せ】
生涯学習スポーツ課生涯学習ス はインターネット（回答用URLは調査票に記載）
で回答
受付窓口へお問い合わせください。
ポーツ係
（本庁舎1階）
☎
（5273）
4358へ。 【問合せ】
☎
（5273）
3534・㋫
（3209）
9995へ。
議会事務局調査管理係
（本庁舎5階）
◎空き室予約
◆ 箱根つつじ荘からのお知らせ
net)から事前にお申し込みください｡
抽選後の空き室は、
区内在住の方のみ申
9月1日㈬〜令和4年3月31日㈭は宿
詳しくは､お問い合わせください｡
し込める
「区民優先予約
（当選者を含む）
」
、 泊棟外壁改修等の工事のため、全館休
【日時】
8月12日㈭午後6時45分〜8時
どなたでも申し込める
「一般予約」
の順に、 館します。
45分
それぞれ先着順で、
電話か受付窓口で予約 ※工期は変更することがあります。
市民とNPOの交流サロン
【内容】
視覚障害者と健常者の共生社会
を受け付けます。
空き室の状況は、
受付窓 【問合せ】利用について…箱根つつじ
（オ ンライン）
の実現を目指す
「日本ブラインドラグ
口・特別出張所のほか、
㈱日本旅行の空室 荘☎0460（82）1144、工事について…
ウェブ会議ツール｢Zoom｣を利用し ビー協会」
の活動紹介
（語り手は同法人）
情報ホームページ
（㋭http://ntasports. 生涯学習スポーツ課生涯学習スポー
た 講 座 で す。新 宿NPO協 働 推 進 セ ン 【問合せ】新宿NPOネットワーク協議
net/shinjukuku/）
でも確認できます。
ツ係（本庁舎1階）☎（5273）4358へ。
ターホームページ(㋭https://snponet. 会事務局☎
（5206）
6527へ。
1階）☎
（5273）
3881
【受付日時】
月〜金曜日午前9時〜午後5時。
土・
日曜日、祝日等は㈱日本旅行☎
（5369）
3902
（午前10時〜午後6時。
電話受け付けのみ）
へ。
※来庁は控え、
電話でのお手続きにご協力をお願
いします。

区では、令和3年7月大雨災害義援金の募金箱を
設置しています。ご協力をお願いします。
【設置期間】10月15日㈮まで
【設置場所】区役所本庁舎・特別出張所・新宿コズミ
【 問 合 せ 】総 務 課 総 務 係（ 本 庁 舎3階 ）
ックセンター（大久保3―1―2）
・区立図書館ほか
☎（5273）
3505へ。

令和3年7月大雨災害
義援金にご協力を

※物品の寄付は受け付けていません。
※お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて全額を
現地へ送ります。
※区職員が自宅等を訪問し、義援金をお願いすることは
ありませんので、
ご注意ください。

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

