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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

子育て応援企画 

赤ちゃんと遊べるおもちゃ作り

【日時】1月29日㈯午後2時～3時
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―101）
【対象】区内在住の乳幼児と保護者、7名
【申込み】1月18日㈫から電話または直
接、戸山図書館（戸山2―11―101）
☎（3207）1191へ。先着順。

北新宿朗読会 初春

●夏目漱石特集
【日時】1月29日㈯午後2時～3時15分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―20―2）

【申込み】1月17日㈪から電話で北新宿
図書館☎（3365）4755へ。先着15名。

つのはずおはなし会

●絵本や紙芝居の読み聞かせ
【日時】1月30日㈰午前11時～11時30
分、午後2時～2時30分
【会場】角筈地域センター（西新宿4―33―7）
【対象】区内在住の乳幼児と保護者、各
回10名
【申込み】1月18日㈫から電話または直
接、角筈図書館（西新宿4―33―7）
☎（5371）0010へ。先着順。

16ミリ発声映写機講習会

【日時】2月3日㈭・4日㈮い
ずれも午前10時～午後3時
30分
【対象】18歳以上で2日とも出席できる
方、15名
【会場・申込み】任意の用紙に5面記入
例のほか生年月日、在勤の方は勤務先
の名称・所在地を記入し、返信用封筒
（84円切手を貼る）を同封の上、1月25
日（必着）までに郵送で中央図書館資料
係（ 〒169-0072大 久 保3―1―1）
☎（3364）1421へ。応募者多数の場合

は抽選（区内在住・在勤の方を優先）し、
結果を1月28日㈮までに応募者全員に
お知らせします。

講演会「暗記も辞書もいらない

英語多読」

●初心者向け講演会&ワークショップ
【日時】2月6日㈰午後2時～4時
【会場】中央図書館（大久保3―1―1）
【対象】英語多読未経験の方、12名
【協力】NPO多言語多読
【申込み】1月30日㈰までに電話または直
接、四谷図書館臨時窓口（内藤町87）
☎（3341）0095へ。応募者多数の場合は抽選。

図書館の催し

　いずれも区内在住の方が対象です。

ささえーる中落合の講座 

①傾聴ライター講座（実習2回あり）
●傾聴ワークショップ
【日時】1月19日㈬午前9時30分～12時
●実践者からの報告
【日時】1月26日㈬午前9時30分～12時
●ノンフィクションライターによる講話
【日時】2月16日㈬午前9時30分～12時
②料理超初心者講座（連続講座）
【日時】1月21日㈮・2月18日㈮・3月18
日㈮いずれも午後2時～4時30分
③男のおつまみ講座
【日時】1月25日㈫・2月15日㈫・3月15

日㈫いずれも午後2時～4時30分
………＜①～③共通＞………

【会場・申込み】1月17日㈪から電話
または直接、同館（中落合1―7―1）
☎（3565）6375（日曜日を除く午前9時
～午後6時）へ。

ささえーる薬王寺の催し 

①	伝わる紙面づくり講座（全4回）
●プロから学ぶ写真・文章・編集のコツ
【日時・定員】2月2日㈬･16日㈬、3月2日㈬
･16日㈬いずれも午前10時～12時（10名）
②スマートフォン講座
【日時・定員】2月9日㈬午後1時～3時（5名）
③2月5日㈯開催	ささえーる薬王寺　
フェスタ（周年イベント）

●絵本の読み聞かせとお店屋さんごっこ
【時間】午前10時～10時50分、午前11

時10分～12時
【対象】未就学児と保護者、各回30名
●「コグニサイズ」体験講座で認知症予防
【時間】午後1時～2時、午後2時20分～
3時20分
【対象】おおむね60歳以上、各回15名
●抗菌アロマハンドジェル作り、ボッチャ、
吹き矢の体験

【時間】午後1時30分～3時
【対象】おおむね60歳以上、12名

………＜①～③共通＞………
【会場・申込み】②は1月24日㈪、①③は
1月26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。
60歳以上対象のものは、初めて来館す
る方を優先します。

野沢温泉スキー教室 

【日時】2月4日㈮午後9時～7日㈪午後3時
【集合・解散場所】くつろぎの宿池元（長
野県下高井郡野沢温泉村豊郷9603）
☎0269（85）2209
【会場】野沢温泉スキー場（長野県）
【対象】小学3年生以上の方、20名（高校
生以下は保護者同伴）
【費用】47,000円（3泊5食・講習費・保
険料等）
【申込み】往復はがきか電子メールで5面
記入例のほか年齢・性別・保護者氏名を
記入し、1月22日（必着）までに区スキー
連盟・小林（〒167-0031杉並区本天沼2
―32―16） ☎080（5094）6923・
㋱fukafukanoyuki@yahoo.co.jpへ。応
募者多数の場合は抽選。

令和4年度の会計年度任用職員を募集します

都市計画審議会

【日時】1月21日㈮午後2時から
【会場】区役所本庁舎5階大会議室
【審議案件】東京都市計画防火地域・準防
火地域の都市計画変更案について（区決
定）、東京都市計画地区計画神宮外苑地区
地区計画の都市計画変更案について（都
決定）、東京都市計画公園第5・6・18号明治
公園の都市計画変更案について（都決定）
【報告案件】用途地域等の区変更原案
（案）について（区・都決定）
【申込み】傍聴を希望する方は、1月20日㈭
までに電話かファックス（5面記入例のと
おり記入）で都市計画課都市計画係（本庁
舎8階）☎（5273）3527・㋫（3209）9227へ。

住宅まちづくり審議会

【日時】1月24日㈪午前10時～12時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第4委員会室へ。
【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7
階）☎（5273）3567へ。

景観まちづくり審議会

【日時】1月25日㈫午後2時～4時

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、BIZ新宿（西新宿6－8―2）へ。
【問合せ】景観・まちづくり課（本庁舎8
階）☎（5273）3831へ。

防災会議

●新宿区地域防災計画
【日時】1月28日㈮午前9時～10時
【会場・申込み】傍を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎5階大会議室へ。
【問合せ】危機管理課危機管理係（本庁
舎4階）☎（5273）4592へ。

高齢者保健福祉推進協議会

【日時】2月2日㈬午後1時30分～3時
【内容】高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画の推進
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、区役所本庁舎5階大会議室へ。
【問合せ】地域包括ケア推進課地域包括ケ
ア推進係（本庁舎2階）☎（5273）4193へ。

いのちを守る何でも相談会

●電話相談☎0120（750）070
【日時】1月17日㈪～3月28日㈪の毎週
月曜日（祝日を除く）の午後6時～8時

30分（相談は午後9時まで）
【後援】新宿区ほか
【主催・問合せ】東京司法書士会事務局
事業課☎（3353）9191へ。

新宿まちなかサロン（小滝橋ひろば） 

●スマホ・PC相談会
【日時・定員】1月26日㈬、2月9日㈬・16日
㈬いずれも午前10時30分～12時（6名）
【会場】新宿NPO協働推進センター（高
田馬場4―36―12）
【費用】各回200円
【持ち物】ご自身のスマホ・パソコン
【後援】新宿区
【主催・申込み】1月17日㈪から各開催日
の前日午後5時までに電話かファック
ス・電子メール（5面記入例のとおり記
入）で新宿NPOネットワーク協議会事
務局☎（5206）6527（第2火曜日を除く
午前11時～午後4時）・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着順。

TOKYOウオーク 

【日程】▶①東京ベイウォーク…2月12日
㈯、▶②アプリウォーク…2月28日㈪まで
【会場】▶①東京臨海広域防災公園（江東
区有明3―8―35）、▶②東京の伝統を感
じる!都会の街歩きコースほか3コース
【費用】▶①1,000円（小学生以下無料）、

▶②500円（1コースあたり）
【主催】東京都ほか
【後援】新宿区ほか
【申込み】▶①1月24日㈪ま
で、▶②2月28日㈪までに、同イベント
ホームぺージ（右上二次元コード。
㋭https://www.tokyo-walk.jp/）から
お申し込みください。①は先着3,000
名、②は1コースあたり先着4,500名。
【問合せ】同イベント事務局☎（6272）
6027へ。

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

12月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

住民基本台帳人口� �341,899人（5人増）
世帯数� 217,365世帯（155世帯減）

日本人 外国人
人口計 307,641人

（140人増）
34,258人
（135人減）

男 153,720人
（58人増）

17,549人
（114人減）

女 153,921人
（82人増）

16,709人
（21人減）

●新宿にゆかりの深い路面電車の歴史を写真と資料で紹介
【期間】4月3日㈰まで
【開館時間】午前9時30分～午後5時30分（入館は午後5時まで）
【休館日】第2・4月曜日（祝日等の場合は翌平日）
【会場・問合せ】同館（四谷三栄町12―16）☎（3359）2131へ。

新宿歴史博物館　所蔵資料展

路面電車と新宿風景

▲昭和20年代靖国通り
　新宿駅前停留場

　5Ｇや最先端のデジタル技術をイベント特設ページ（右二次元コー
ド。㋭https://5g-connected-city.metro.tokyo.lg.jp）で体感できます。
【日程】1月22日㈯・23日㈰
【内容】東京スカパラダイスオーケストラによる遠隔音楽セ
ッション、お笑いコンビ和牛による5Gや先端技術サービス
の紹介番組ほか
【問合せ】東京都デジタルサービス局ネットワーク推進課☎（5320）7622へ。

5G Connected City西新宿2022を開催

　アトランタオリンピックに日本代表として出場された、田中光さん
が講師を務める体操教室を開催!
　18歳以上の回では、運動不足解消を目的に、自宅でもできる運動法
のレクチャーや、音楽に合わせたリズム体操等、小学生の回では、マッ
トや跳び箱を使い、体育の時間に活かせるプログラムを実践します。
【日時・対象・定員】2月5日㈯▶①18歳以上…正午～午後1時45分（30名）、
▶②小学生…午後2時15分～4時（60名）
【会場】新宿コズミックセンター（大久保3―1―2）
【申込み】電話かはがき・ファックス
（5面記入例のほか、年齢（小学生の場
合は学年を記入）、電子メール（お持ち
の方）、質問事項（※）への回答を記入）
で、1月21日㈮午後6時（必着）までに
吉本興業㈱スポーツ事業部ワクワク
スポーツ体験プロジェクト事務局（〒160-0022新宿5―18―21）
☎（3209）8197・㋫（3209）8264へ。同事務局ホームページ（右二次元
コード。㋭https://wakuwakusports.yoshimoto.co.jp）からも申し
込めます。応募者多数の場合は抽選し、1月24日㈪以降に結果を郵送・
電子メールで送ります。定員に空きがある場合、1月25日㈫から電話かファックス
で受け付けます（先着順）。
※質問事項は以下のとおりです。
▶質問①1日の平均運動時間は60分以上か、▶質問②①がいいえの方は運動に取り
組めない要因、▶質問③スポーツの得意・不得意
【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係（本庁舎1階）☎（5273）4358

明日から体育の授業でヒーローになろう!

新宿区×よしもと ワクワク！スポーツ体験プロジェクト

体操教室

▲田中光さん

▲左からジョイマン、バンビーノ（ゲスト）、キクチウ
ソツカナイ。（司会）／いずれも吉本芸人

ご利用くださいヴィレッジ女神湖（長野県立科町）

　夏目漱石や芥川龍之介、中島敦など新宿区にゆかりのある偉人と同名のキャラ
クターが多く登場するゲーム『茜さすセカイでキミと詠う』とタイアップし、区立
記念館・博物館を巡るデジタルスタンプラリーを開催中です。
※スマートフォン等をお持ちでない方はお問い合わせください。参
加方法等詳しくは、新宿区ホームページ（右二次元コード）をご覧
ください。

【期間】3月6日㈰まで
【対象施設（スタンプポイント）】▶新宿歴史博物館（四谷三栄町12―16）、▶漱石山
房記念館（早稲田南町7）、▶林芙美子記念館（中井2―20―1）、▶佐伯祐三アトリ
エ記念館（中落合2―4―21）、▶中村彝アトリエ記念館（下落合3―5―7）
※描き下ろしを含むイラストパネルや等身大パネルを展示するほか、キャラク
ターのAR撮影も可能です。

【景品（なくなり次第終了）】
▶各施設に設置しているスタン
プ用マーカーを読み込み、スタン
プを獲得した方…各施設毎にオ
リジナルポストカード
▶スタンプを5つ集め、アンケー
トに答えた方…オリジナルマス
クケース
【問合せ】文化観光課文化資源係
（第1分庁舎6階）☎（5273）4126へ。

新宿区×茜さすセカイでキミと詠う

スタンプラリー

▲イメージ画像

①虐待対策ワーカー
【対象】次のいずれかに該当する方、
若干名▶社会福祉士・精神保健福祉
士・保健師のいずれかの資格をお持
ちの方、▶虐待対策ワーカーとして
必要な経験を有し、学識を有する方
【勤務日時】月～金曜日のうち週4
日、午前8時30分～午後5時のうち7
時間30分（年に数回土・日曜日、祝日
の勤務あり）
②児童指導ワーカー
【対象】次のいずれかに該当する方、若
干名▶保育士か社会福祉士の資格を
お持ちの方、▶大学・大学院で心理学・
教育学・社会学・社会福祉学・芸術学・
体育学のいずれかを専修する学科ま
たはこれらに相当する課程を修めて
卒業した方、▶幼稚園・小学校・中学
校・高等学校のいずれかの教員免許を
お持ちの方、▶地方厚生局長の指定す
る児童福祉施設の職員を養成する学
校その他の養成学校を卒業した方
【勤務日時】月～土曜日のうち週5日、
午前9時～午後7時15分のうち6時間
③療育指導員（発達支援）
【対象】次のいずれかに該当する方、若
干名▶保育士か社会福祉士の資格を
お持ちの方、▶大学・大学院で心理学・
教育学・社会学・社会福祉学・芸術学・

体育学のいずれかを専修する学科ま
たはこれらに相当する課程を修めて
卒業した方、▶幼稚園・小学校・中学
校・高等学校のいずれかの教員免許を
お持ちの方、▶地方厚生局長の指定す
る児童福祉施設の職員を養成する学
校その他の養成学校を卒業した方
【勤務日時】月～土曜日のうち週5日、
午前9時30分～午後6時のうち6時間
④心理指導員（子ども家庭相談）	
【対象】公認心理師、臨床心理士、臨床
発達心理士のいずれかの資格をお持
ちで、いずれも相当の実務経験のあ
る方、若干名
【勤務日時】月～金曜日のうち週4日、午
前8時30分～午後5時のうち7時間30分
（年に数回土・日曜日、祝日の勤務あり）
⑤在宅児等訪問支援員（発達支援）
【対象】保健師、看護師、社会福祉主事、
保育士のいずれかの資格をお持ちで、
相当の実務経験のある方、若干名
【勤務日時】月～土曜日のうち月12日、
午前9時30分～午後6時のうち6時間
⑥保育所等訪問支援員（発達支援）
【対象】公認心理師、臨床心理士、臨床発
達心理士のいずれかの資格をお持ち
で、相当の実務経験のある方、若干名
【勤務日時】月～土曜日のうち月8日、
午前9時30分～午後6時のうち6時間

………＜①～⑥共通＞………

【勤務場所】▶①は子ども家庭支援セン
ター、▶②は子ども家庭支援センター・
子ども総合センター、▶③～⑥は子ど
も総合センター（新宿7―3―29）
【報酬（月額）】▶①～③は22万6,000
円程度、▶④は36万8,000円程度、
▶⑤は11万8,000円程度、▶⑥は13
万6,000円程度
※いずれも期末手当あり（⑥の方を除く）。
【任用期間】4月1日から1年間
【選考】▶1次…作文等、▶2次…面接
（2月上旬～中旬）
【問合せ】子ども総合センター
（〒160-0022新宿7―3―29、新宿ここ・
から広場内）▶①④は総合相談係
☎（3232）0674、▶②は子育て支援係
☎（3232）0695、▶③⑤⑥は発達支援係
☎（3232）0679へ。募集案内・申込書・作
文用紙は各窓口で配布しているほか、新
宿区ホームページからも取り出せます。

【対象】保健師の資格・保健師業務経
験がある方で、パソコン（ワード、エ
クセル等）ができる方、1名
【勤務日時】原則として月～金曜日の
うち週3日、1日6時間程度。年数回、
土・日曜日の勤務あり
【勤務内容】大気汚染による気管支ぜ
ん息などの公害認定患者の療養支
援、ぜん息予防などに関する普及啓
発ほか
【報酬（月額）】12万5,000円程度。交
通費支給あり
【任用期間】4月1日から1年間
【勤務場所】健康政
策課公害保健係
【選考】▶1次…書
類・小論文、▶2次…
面接（2月）
【問合せ】健康政策
課公害保健係（第2
分庁舎分館1階）
☎（5273）3048へ。

人材募集

保健師の募集 子ども総合センター

【宿泊受付窓口】新宿区保養施設受付（区役所本庁舎1階）
☎（5273）3881（月～金曜日（祝日等を除く）の午前9時
～午後5時）へ。土・日曜日、祝日等は☎（5369）3902（午
前10時～午後6時）へ。
【区の担当課】教育支援課教育活動支援係☎（3232）1058

ゴールデンウィーク（4月25日㈪～5月10日㈫）の利用抽選

【対象】区内在住・在勤の方と同行する方
【宿泊日数】3泊4日以内（1グループ5室以内）
【申込み】1月25日（必着）までに宿泊受付窓口と各特別出張所で配布している「専用往復はがき」で申し込み
（1グループに付き1枚）。抽選結果は、2月8日㈫までに応募者全員にお知らせします。
【当選後】2月14日㈪までに宿泊受付窓口に直接または電話で利用申請が必要。期限までに利用申請がない
場合は、当選結果（予約）を取り消します。
※抽選後の空室については、利用希望日の2か月前の同日から2日前まで、宿泊受付窓口で予約を受け付けます。

▲申し込み方法等詳しくはこちら ▲勤務内容・申し込み方法等詳しくはこちら

▲詳しくは
こちら

©GCREST,Inc.�©Mynet�Games�Inc.

傍聴は中止
書面開催になりました
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