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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・変更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

【日時】12月27日㈪午前11時30分～午後0時50分
【対象】区内在住の50歳以上
【内容】▶講話「お蕎麦にまつわるいいハナシ」
（講師はほしひかる／NPO法人江戸ソバリエ
協会理事長）
▶講話「冬を元気に過ごすお食事アドバイス」

（講師は阿部美佳／東京都栄養士会管理栄養士）
▶年末年始を安全に過ごすための警察署からのお知らせ

（講師は新宿警察署）
【申込み】12月17日㈮から電話または直接、同館（西新宿4
―8―35）☎（3377）9380へ。申込時にID・パスコードを
お知らせします。

西新宿シニア活動館の催し

Zoom de SOBA-time

　シニア層の生活をより豊かにするためのスマートフォン導入編
の講座です。

【日時】12月23日㈭午後2時～3時15分
【対象】区内在住・在勤・在学の方、40名
【講師】小笠原むつみ（消費生活アドバイザー）
【申込み】12月20日（必着）までにファックスに氏名・お住まいの
区内の町名・電話番号を記入し、日本消費生活アドバイザー・コ
ンサルタント・相談員協会（NACS）☎（6434）1125（月～金曜日
午前11時～午後5時）・㋫（6434）1161へ。応募者多数の場合は抽
選。同協会東日本支部ホームページ（右二次元コード。
㋭http://nacs-east.jp/）からも申し込めます。

スポーツ推進委員

　地域のスポーツ活動
を通じたスポーツ振興
と地域コミュニティの
醸成を目的に、行政と地
域住民のコーディネー
ト役として活動していただきます。

【対象】令和4年4月1日現在、満18歳以
上で、区内在住・在勤・在学または区内
で活動する方、若干名

【任期】4月1日から2年間
【報酬（月額）】8,200円
【選考】▶1次…書類
▶2次…面接（1月下旬～2月上旬）

【申込み】所定の申込書を1月17日㈪ま
でに生涯学習スポーツ課生涯学習ス
ポーツ係（〒160-8484歌舞伎町1―4
―1、本庁舎1階）☎（5273）4358へ郵

送（必着）または直接、お持ちください。
募集要項と申込書は同係・特別出張所
等で配布するほか、新宿区ホームペー
ジから取り出せます。

エコライフ推進員

【対象】区内在住・在勤・在学の
18歳以上で、地域で環境活動が
できる方、20名程度

【任期】4月1日から2年間
【活動内容】区が行う環境施策・事業へ
の協力、協議会・分科会（月1回程度）へ
の参加、地域での環境保全の普及・啓発
活動ほか

【謝礼】年6,000円
【申込み】原稿用紙等の任意の用紙に5面
記入例のほか年齢、作文（1テーマを選択
し400～600字程度。テーマは「エコライ
フの実践と地域への普及啓発について」
または「ゼロカーボンシティ実現に向け
たエコライフの実践について」）を記入
し、2月15日㈫までに郵送（必着）または

直 接、環 境 対 策 課 環 境 計 画 係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁
舎7階 ）☎（5273）3763
へ。詳 し く は、新 宿 区
ホームページ（右二次元
コード）をご覧ください。

消費生活相談員

● 会計年度任用職員
【対象】消費生活相談員資格試験に合格
した方、1名

【勤務期間】4月1日から1年間
【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち週4日、午前9時～午後5時15分

【勤務内容】消費生活相談、出張相談、出
前講座ほか

【報酬等】月額29万3,000円程度、期末
手当（賞与）あり。交通費支給あり。社会
保険等に加入。有給休暇あり

【選考】▶1次…書類審査・作文
▶2次…面接（1月下旬）

【申込み】所定の申込書、資格を証明す

る書類、作文（A4判
横書き原稿用紙に
1,000字程度。テー
マ は「 新 宿 区 に お
ける消費生活相談員の役割」）等を
1月4日㈫までに新宿消費生活セン
タ ー（ 〒160-0022新 宿5―18―21）
☎（5273）3834へ郵送（必着）または直
接、お持ちください。申込書・募集案内
は同センター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。

　女性医学の専門家の方々を講師に、女性の体についての正し
い知識を学び、不調時の対処法を学びます。自分自身や身近な
人のための健康づくりに役立つ講座です。

【日時】▶①1月16日㈰午前10時～11時
▶②1月16日㈰午前11時10分～午後0時10分

【内容】▶①講話「若い世代こそ知ってほしい 女性の一生と骨
の健康」／思春期・産後・更年期など女性の一生に関わる骨粗鬆
症予防のポイント（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）
▶②講話「いつでも間に合う!動いて学ぶ簡単おしりエクササ
イズ」／骨・関節・筋肉の機能低下により、歩くことが難しくなる
ロコモティブシンドロームを予防するための下半身の筋肉を動かして行うエクササ
イズ（講師は山崎愛美／理学療法士）

【対象】区内在住・在勤・在学の方、各回100名
【申込み】12月17日㈮～1月13日㈭に新宿区ホームページ（右
二次元コード）からお申し込みください。先着順。申込者へ動画
サイトのURLを送信します。

【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。

消費者講座

シニア世代こそ楽しく・賢いスマホの使い方

Zoom

Zoom

多彩なオンライン講座ご参加
ください

　通信費等は申込者負担です。各講座について
詳しくは､お問い合わせください。
　YouTubeを利用する講座は、申込者へ動画
URLを送付します。

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

Webセミナー

◆予算案5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10号）

●  令和3年度新宿区一般会計補正予
算（第11号）

●  令和3年度新宿区一般会計補正予
算（第12号）

●  令和3年度新宿区国民健康保険特
別会計補正予算（第5号）

●  令和3年度新宿区介護保険特別会
計補正予算（第4号）

◆条例案7件
◎一部改正の条例
●  新宿区環境土木・都市計画事務手
数料条例の一部を改正する条例

●  新宿区議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部
を改正する条例

●  新宿区長及び副区長の給料等及び
旅費条例の一部を改正する条例

●  新宿区教育委員会教育長の給料
等及び勤務等に関する条例の一
部を改正する条例

●  新宿区職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例

●  新宿区会計年度任用職員の給与
及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例

●  新宿区幼稚園教育職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例

◆その他12件
●訴訟上の和解について
●  特別区人事及び厚生事務組合規約
の一部を変更する規約について

●  公の施設の指定管理者の指定に
ついて（9件）

●  公の施設の指定管理者の指定の
変更について

議決結果

令和3年 第4回区議会定例会 　区長が提出した議案は、全て可
決されました。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3
階）☎（5273）3505へ。

【日時】1月16日㈰午後1時30分～5時30分
【対象】団体のホームページ作成を予定している方、
ホームページ運用の担当者

【内容】団体の活動を広めるためのホームページの作成と運用
（講師は千野雅則／NPO法人スキルボート代表）
【費用】2,000円（資料代等）
【申込み】12月17日㈮から新宿NPO協働推進センターホームページ
（右二次元コード。㋭https://snponet.net）から申し込めます。
【問合せ】同センター☎（5386）1315へ。

新宿NPO活動基礎講座

ボランティア団体・NPOのウェブ担当者になろう

Zoom

　料理講座の動画（15分程度）を配信します。主食・主菜・副菜
の揃った1食分の料理を紹介します。料理のコツも学べます。
野菜のおいしさや魅力を知り、野菜を食べるきっかけづくり
にお役立てください。このメニューで1／3日分の野菜が取れ
ます。
　申込者には、後日レシピをお知らせします。

【配信期間】1月14日㈮まで
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube配信動画を視聴で
きる機器をお持ちの方

【メニュー】クリスマスリース風ワンプレート（華やかライス、
鶏むね肉の蒸し焼き、サラダ）、ジュリエンヌスープ

【講師】北川智恵子（管理栄養士）
【 申 込 み 】1月14日 ㈮ 午 後1時 ま で 新 宿 区
ホームページ（右二次元コード）から申し込
めます。

【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。

料理が好きになる

野菜の料理講座

クリスマスにぴったり!ワンプレートメニューを作ってみよう

YouTube

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

区民のひろば
費用・㋲申込み・ 問合せ

　この欄は区民の方相互の情報交換
の場です。
　掲載行事は区の主催ではありませ
ん。日時・会場は予定です。各主催者
に内容をよく確認の上、参加してく
ださい。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）
☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。

★サークル紹介・会員募集★
□日常英会話　月3回月曜日午後1時
15分～2時45分、戸塚地域センターで。
アメリカ人講師が指導。㋓月6,000円。
㋣午前9時30分～午後6時30分に聞い
て話そう英会話・吉田☎（3370）6705
□シニアの英会話　毎週木曜日午前
9時45分～10時45分、赤城生涯学習

館ほかで。米・日講師が交互に指導。
初 級。50歳 以 上 対 象。㋓入 会 金
1,000円・月5,000円。教科書等は実
費。㋣英会話サークル・サニー・石塚
☎090（9239）1723
□カラオケ　毎月第2・第4火曜日午
後1時～3時、西新宿1で。㋓入会金
500円・月3,800円。㋣カラオケ生き
生き会☎（3373）7260
□低山登山　定例会は毎月第1水曜
日午前10時～12時、落合第二地域
センターで。毎月第3水曜日は関東
近郊で日帰り登山、第2木曜日は里
山歩き。中高年対象。㋓年3,000円。
㋣丸 山 の 会・黒 森 ☎080（3200）
0234

　区では、区の施策や事業がどのような成果をもたらしているかを分析・検証する
行政評価を実施しています。外部評価は、学識経験者・区民・区内各種団体の構成員
で構成する外部評価委員会が内部評価実施結果を踏まえて区民の視点で評価する
ものです。
　令和3年度は、総合計画の3つの個別施策について
の評価と、個別施策を構成する8の計画事業の評価・
56の経常事業の取組状況の確認について、外部評価
を行いました。
※計画事業は、これまで計画事業単位での評価をし
ていましたが、今回から計画事業を構成する一つひ
とつの事業（枝事業）ごとの評価を行っています（枝
事業を含む事業数11事業）。
　個別施策の評価は、3施策全てに「おおむね順調に進んでいる」と評価しました。
計画事業の評価では、枝事業を含む事業数11事業のうち「計画どおり」と評価した
のは9事業で、2事業は新型コロナの影響を受けた事業として評価対象外となりま
した。また、経常事業の取組状況の確認では、28事業に外部評価意見を付しました。
　外部評価実施結果報告書は、企画政策課・区政情報センター（本庁舎1階）・特別
出張所・区立図書館で閲覧できるほか、区政情報センターで有償頒布しています。
また、新宿区ホームページでもご覧いただけます。

評価結果へのご意見を募集しています

　内部評価結果・外部評価結果へのご意見を12月28日㈫まで
受け付けています。新宿区ホームページからお寄せください。
　いただいたご意見は、内部評価と外部評価結果を踏まえて行う区の総合判断の
参考にします。

【問合せ】企画政策課（本庁舎3階）☎（5273）3502へ。

外部評価実施結果

　議会の議決を経て、次のとおり決定しました。
【指定管理者】新宿未来創造財団
【指定期間】4月1日～令和8年3月31日
【問合せ】文化観光課文化観光係（第1分庁舎6階）☎（5273）4069へ。

　受変電設備改修工事のため、1月9日㈰は休館します。
　図書資料の返却は、ブックポストをご利用ください。

【問合せ】男女共同参画推進センター（ウィズ新宿、荒木町16）☎（3341）0801へ。

新宿文化センターの

指定管理者を指定しました

男女共同参画推進センター
（ウィズ新宿）

1月9日㈰

　分電盤等改修工事のため、1月16日㈰は休館します。
【問合せ】新宿地域交流館（新宿5―3―13）☎（3341）8955へ。

新宿地域交流館1月16日㈰

区施設の休館

　3月15日㈫（消印有効）までに見つけた生き物の情報を記録用紙（「いきものみつ
けた」シート）に記入し、郵送・ファックスまたは直接、みどり公園課みどりの係へ。
※電子メールからも申し込めます。詳しくは、新宿区ホームページ（左二次元コー
ド）をご覧ください。
※いただいた写真は、ニュースレター等に使用する場合があり、返却しません。
※案内チラシ・記録用紙は、みどり公園課、特別出張所、区立図書館、エコギャラ
リー新宿（西新宿2―11―4、新宿中央公園内）等で配布しているほか、新宿区ホー
ムページ（左二次元コード）からも取り出せます。

区民参加型生き物
モニタリング調査

▲「いきものさがし2021」
　案内ページ

新宿区いきものさがし2021
● 区内で見つけた生き物の情報や写真を募集しています
　区民の皆さんに生物多様性への理解や関心を持っていただくためのモニタリング調査です。朝夕の散歩や通勤中、お子さんを連れて
の公園遊びなどの機会に発見した区内の生き物の情報を区に報告してください。皆さんから寄せられた情報は、今後ニュースレター等
に活用していきます。

【問合せ】みどり公園課みどりの係（〒160―8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）☎（5273）3924・㋫（3209）5595へ。

【調査内容】
あなたが見つけた
▶区が指定する生き物（★）
▶鳥類
★新宿区ホームページ（右二次元コード（「いきもの
　さがし2021」案内ページ））で確認できます。

【調査場所】区内

【申込み】【調査期間】3月15日㈫まで

区内で見られる
生き物の一部

▲ニホンアマ
ガエル

▲コゲラ▲カワセミ▲マガモ

▲外部評価実施結果を
　吉住区長に報告


	新宿区いきものさがし2021

	多彩なオンライン講座

	外部評価実施結果

	令和3年　第4回区議会定例会　議決結果

	区施設の休館

	新宿文化センターの指定管理者を指定しました

	人材募集の情報

	区民のひろば


