区のサービス・手続き・施設のご案内は ★ しんじゅくコール ★
☎（ 3 2 0 9 ）9 9 9 9 午前8時〜午後10時 ㋫（ 3209 ）9 9 0 0

令和3年度女性のための
健康セミナー
なぜ?なに?女性だからこその
健康課題やその対処法
ウェブセミナーツールを利用したオン
ライン講座です
（通信費等は申込者負担）
。
申込者へ動画サイトのURLを送信します。
【日時・内容】
11月14日 ㈰ ▶ 午 前10時
〜11時…
「改めて学ぶ
「月経」と婦人科
がん検診のススメ」、▶午前11時10分
●

令和3年（2021年）10月25日発行

〜午後0時10分…「不安解消!!月経前症
候群（PMS）
・更年期障害との付き合い
方」
（講師は粒来拓／よしかた産婦人科
分院綱島女性クリニック院長・横浜市
立大学附属市民総合医療センター婦人
科非常勤講師）
【対象】区内在住・在勤・在学の方ほか、
各回100名
【申込み】10月27日 ㈬ 〜 11
月11日 ㈭ に 新 宿 区 ホ ー ム
ページ
（右二次元コード）か
ら申し込めます。先着順。
【問合せ】女性の健康支援センター
（四
谷保健センター内）☎（3351）5161へ。

名誉区民の柳家小三治さんが逝去
新宿区名誉区民の柳家小三治さん（落語家）が、
10月7
日逝去されました
（享年81歳）。
柳家さんは、昭和34年に五代目柳家小さんに入門し、
精進を重ねました。昭和44年には真打に昇進し、柳家一
門の由緒ある名跡十代目柳家小三治を襲名しました。
その後も日々芸に磨きをかけ、平成17年に紫綬褒章、
平成26年には旭日小綬章を受章し、重要無形文化財保持者（人間国宝）の認
定を受けています。
区では平成27年3月、名誉区民の称号を贈りました。
ご生前のご功績をたたえ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

区民のひろば

不安の医学 第28回都民講演会 11
月7日㈰午後1時30分〜5時、
コモレ四谷
日時・会場等は予定です。
タワーコンファレンス
（四谷1）
で。
オン
【問合せ】
区政情報課広報係
（本庁舎3階） ラインでの参加も可。㋓無料。㋲11月1
☎
（5273）
4064・㋫
（5272）
5500へ。 日㈪までに電子メールで。
会場参加は先
★催し・講座★
着50名。
㋣NPO法人不安・抑うつ臨床研
市民公開講座
「専門医が答える排尿障 究会㋱tominkouennkai@gmail.com
いきいき講演会
「可能性への挑戦」
に区
害のおはなし〜やってみよう!尿もれ体
操」 11月6日㈯午後2時〜4時、
オンライ 民30名無料招待 12月10日㈮午後6時
（午後5時45分開場）
、
損害
ン開催。
排尿障害と前立腺がんの専門医 15分〜7時45分
保険ジャパン本社
（西新宿1）
で。
舞の海秀
が診断と治療について解説。
平氏の講演。都内在住の方等対象。㋓無
右二次元コード
（㋭https://
料。㋲11月19日㈮までに電話で。一般申
v2.nex-pro.com/campaign/
定員
MjgxNTI%253D）
から視聴できます。
㋓無 し込みは応募者多数の場合は抽選。
㋣月〜金曜日の午前9時〜午後
料。
㋣午前9時〜午後5時30分にアステラ 約120名。
5時に東京都弘済会・宮野☎
（3551）
1101
ス製薬㈱・市民公開講座係☎
（5909）
2651

投票日は10月31日㈰午前7時〜午後8時

費用・㋲申込み・㋣問合せ

令和３年度 新宿区メニューコンクール の
受賞者 が決定しました
「みんなで食べたらおいしいね!家族でおうちで楽しむ野菜メニュー」をテー
マに、中学生を対象にオリジナルメニューを公募しました。756作品の応募があ
り、書類審査の結果、優秀賞10作品が決定しました。受賞作品はレシピカードに
して、後日スーパーマーケット等で配布します。
【問合せ】
健康づくり課健康づくり推進係
（第2分庁舎分館分室）
☎
（5273）
3047へ。

【優秀賞】

高田 灯
（牛込第三中1年）
みんなでワイワイ手巻き野菜

鈴木 優澄子
（牛込第三中3年） 寺下 紗矢
（落合第二中1年）
野菜の肉巻き〜お好み焼き風 海老とナッツの彩り野菜炒め

小林 勇登
（落合第二中3年）
目 指 せ 金・銀・銅 メ
ダル!栄養たっぷり
ハンバーグ

小島 舞桜（新宿中1年）
みんなで作ろう!
カラフル楽しウマイ

深野 凪世
（新宿中3年）
重ね野菜の和風焼き

小野塚 凛
（新宿西戸山中1年）
自家製ドライトマトでおいしさ
アップ!ミートローフ

国田 香穂
（新宿中1年）
色どり野菜の
肉巻きロール

齋藤 弓寧（新宿中1年）
食べてびっくり野菜
オムレツ!

及川 由樹菜
（西早稲田中1年）
豆腐ホワイトソースの
野菜たっぷりドリア

第 2371号（7）

衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審 査
投票日当日に投票に行けない方は、
期日前投票ができます。
【期日前投票の日時・会場
（★）
】
区役所本庁舎・特別出張所、
午前8時30分〜午後8時
★今回の選挙は、
投票できる期日前投票所が選挙区により異なります。
お手元の
投票所整理券を必ずご確認の上、
期日前投票をご利用ください。
【問合せ】区選挙管理委員会事務局
（第1分庁舎3階）☎
（5273）
3740・㋫
（5273）
5230へ。
次の地域は、
「東京都第10区」
となります。
その他の地域は、
「東京都第1区」
です。
▶中落合1・3・4丁目、
▶中井1・2丁目、
▶上落合1~3丁目、
▶西落合1〜4丁目

令和3年 第3回区議会定例会

議決結果
区長が提出した議案は、全て可
決、認定、同意、決定されました。
【問合せ】総務課総務係
（本庁舎3
階）☎（5273）3505へ。
◆予算案6件
◎令和3年度補正予算
● 令和3年度新宿区一般会計補正予
算（第8号）
● 令和3年度新宿区一般会計補正予
算（第9号）
● 令和3年度新宿区国民健康保険特
別会計補正予算（第3号）
● 令和3年度新宿区国民健康保険特
別会計補正予算（第4号）
● 令和3年度新宿区介護保険特別会
計補正予算（第3号）
● 令和3年度新宿区後期高齢者医療
特別会計補正予算（第2号）
◆決算認定4件
● 令和2年度新宿区一般会計歳入歳
出決算
● 令和2年度新宿区国民健康保険特
別会計歳入歳出決算
● 令和2年度新宿区介護保険特別会
計歳入歳出決算
● 令和2年度新宿区後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算
◆条例案9件
◎一部改正の条例
● 新宿区における個人番号の利用
及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例
新宿区個人情報保護条例の一部
を改正する条例
● 新宿区一般事務手数料条例の一
部を改正する条例
● 新宿区住民基本台帳制度の適正
な運用に関する条例の一部を改
正する条例
● 新宿区家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例
● 新宿区特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改
正する条例
● 新宿区保健衛生事務手数料条例
の一部を改正する条例
● 新宿区立住宅管理条例の一部を
改正する条例
● 新宿区立の小学校、
中学校及び特
別支援学校の非常勤の学校医、学
校歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償に関する条例の一部を
改正する条例
◆その他7件
● 新宿区立清風園解体及び擁壁改
修工事請負契約
● 新宿中央公園
（ちびっこ広場）再
整備工事請負契約
● 特別区道の路線の廃止及び認定
について
● 新宿区教育委員会委員任命の同
意について
● 人権擁護委員候補者の推薦に関
する意見の聴取について
（3件）
●

新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション
点灯日時
今年で16回目を迎える歌舞伎町の冬の風物詩です。
区役所通りの街路樹をLEDで装飾し、
「明るく・
安心・歩きやすい」歌舞伎町をアピールします。
11月1日㈪午後4時30分からは、区役所本庁舎玄関前
で点灯式を実施します。
今年は平和の泉にイルミネーションを設置します
（写真は昨年度の様子）
。
【問合せ】NPO法人新宿歌舞伎町区役所通り3Aの会☎（3209）2238へ。
【区の担当課】
文化観光課文化観光係（第1分庁舎6階）☎（5273）4069
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。

