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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

図書館の催し

　定期利用保育は、保護者のパートタイム勤務などで複数月継続して保育を必要
とする（原則として利用希望月初日に就労が決まっている）場合に利用できます。
定期利用保育には、「専用室型定期利用保育」と4・5歳児の定員・保育室に余裕があ
る保育園で実施する「空き保育室型定期利用保育」があります（保育料は保護者の
住民税額・利用日数に応じて区が決定）。
【募集園】下表のとおり。保育時間は午前8時30分～午後5時のうち、就労・通勤に必
要な時間（延長保育はありません）
【必要書類】▶定期利用保育利用申込書、▶保育の必要性を確認できる書類（就労証
明書等）
【申込書等の配布】保育課入園・認定係、定期利用保育実施園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。
【申込み】申請書等を2月22日～3月2日（必着）に郵送で保育課入園・認定係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎2階）☎（5273）4527へ。保育の必要性の程
度（指数等）や各園の空き状況に応じて利用調整を行い、利用内定者を決定します。
調整結果は3月11日㈮以降にお知らせします。
※窓口での申し込みを希望する方は、事前に電話で来庁日（3月2日㈬まで）を同係
へご連絡の上、おいでください。各園・特別出張所での申し込みはできません。
※認可保育園等の入園申し込みをしていない方が定期利用保育の利用内定をした
場合は、教育・保育給付認定の申請をする必要があります。内定後、認定申請書類を
お送りしますので、利用開始月の前月までに提出してください。
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空き保育室型定期利用保育

にじいろ保育園西早稲田 満1歳以上
※1 西早稲田1―2―2 （6273）

9227 6 6

専用室型定期利用保育
大木戸子ども園

6か月以上

四谷4―17 （3359）
4212 2 4 4 10

おちごなかい子ども園
（乳児園舎） 中井1―8―12 （3361）

1296 1 4 5
柏木子ども園
（乳児園舎） 北新宿2―3―7 （3369）

1062 1 2 3

西新宿子ども園 西新宿4―35―5 （3377）
9351 1 2 1 4

ウィズブック保育園中落合 中落合3―21―10 （6914）
4960 1 2 3

キッズガーデン新宿西落合 西落合2―7―16、
伊勢光ビル2・3階

（6908）
1723 1 2 3

しんえい子ども園 もくもく 高田馬場4―36―12（5332）5544 2 4 4 10

二葉南元保育園 南元町4 （3351）
3819 1 6 7

定期利用保育
令和4年度の利用児を募集

※1満1歳で離乳食が完了し、幼児食に移行しているお子さんは、特例1歳児として申し込めます。
※2 定員は変更する場合があります。

【展示期間】3月27日㈰までの午前9時～午後10
時（2月28日㈪の休館日を除く）
【会場】新宿スポーツセンター（大久保3―5―1）
【問合せ】
東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課
（第1分庁舎7階）☎（5273）4220へ。

新宿区東京2020展
◀左からひょっこりはん・レインボー（ゲ
スト）、キクチウソツカナイ。（司会）／い
ずれもよしもと芸人

【日時】2月20日㈰午後1時～2時45分
【会場】新宿スポーツセンター（大久保3―5―1）
【対象】小学生、60名
【申込み】電話かはがき・ファックス（4面記入例のほか年齢・学年、電子メールアドレス
（お持ちの方）、質問事項への回答（①1日の平均運動時間が60分以上か、②①がいいえ
の方は運動に取り組めない要因、③スポーツの得意・不得意）を記入）で、2月4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（上二次元コード。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、2月7日㈪以降に結果をお知らせします。
【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

バレーボール教室
新宿区×よしもと ワクワク！スポーツ体験プロジェクト

▶講師：大林素子

【期間】4月～令和5年3月（いずれのクラスも休館日・閉館日・区事業開催日・8月を除く）
【クラス・時間・対象】下表のとおり。医師から運動を禁止されていない、
団体行動ができ指導員の指示に従える方、各クラス若干名
【会場】新宿コズミックセンター（大久保3―1―2）
【費用（年額）】▶月曜日…28,500円、▶火曜日…34,200円、▶水曜日…36,100円
（いずれも保険料を含む。前期・後期の2回に分けて振り込みで支払い）
【主催・申込み】はがきに4面記入例のほか希望クラス（第2希望まで）・性別・生年月
日・年齢（学年）を記入し、1月31日（必着）までに区水泳連盟（〒169-8799新宿北郵
便局留）☎090（4020）9810（午後7時～9時）へ。応募者多数の場合は抽選。同連盟
ホームページ（右上二次元コード。㋭http://www.shinjyukuswim.com）でもご案
内しています。

水泳・水中ウォーキング教室

クラス 対象 時間

月
曜
日

S1 初心者 初めて水に入る方 午前9時20分～10時25分W1 水中ウォーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方W2 水中ウォーキング 午前10時25分～11時30分
S2 初級・中級 クロールで15m泳げる方 午前11時30分～午後0時35分

火
曜
日

S3 中級 3泳法を25m以上泳げる方 午前9時20分～10時25分
W3 水中ウォーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方 午前10時25分～11時30分
S4 初心者～中級 初めて水に入る方～3泳法習得 午前11時30分～午後0時35分

水
曜
日

S5 中級・上級 3泳法を25m以上泳げる方～資格習得を
目指す方 午前9時20分～10時25分

S6 初級・中級 クロールで15m泳げる方 午前10時25分～11時30分
S7 ゆっくり 65歳以上でゆっくり泳ぎたい方 午前11時30分～午後0時35分
S8 初心者～中級 初めて水に入る方～3泳法習得 午後0時35分～1時40分
W4 水中ウォーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方 午後1時40分～2時45分
K1 幼児（4歳児以上）平成28年4月2日～30年4月1日生まれの方 午後3時15分～4時
K2 小学生（1～3年生）初めて水に入る方～4泳法習得 午後4時10分～5時
K3 小学生（4～6年生）初めて水に入る方～4泳法習得 午後5時10分～6時5分
S9 初心者（中学生以上）初めて水に入る方～4泳法習得 午後6時10分～7時15分
S10 中級 3泳法を25m以上泳げる方 午後7時20分～8時25分
S11 上級 個人メドレーを泳げる方（飛び込み練習有）午後8時30分～9時35分

新宿スポーツセンター

通年・定期教室参加者募集

●申込期間は2月1日㈫～21日㈪
教室の内容・費用・申し込み方法等

詳しくは、同センター（大久保3―5―
1）等で配布しているチラシ、同セン
ターホームページ（㋭https://www.
shinjuku-sportscenter.jp/）でご案内
しています。応募者多数の場合は抽
選。
【問合せ】同センター☎（3232）0171
（毎月第4月曜日を除く午前9時～午後
10時）へ。

区軟式野球連盟の

登録・審判講習会 

①登録
　現在、登録してい
るチームは更新が
必要です。更新登録
が165チームに満
たない場合は、区内
在住・在勤・在学の方9～100名で構成す
る新規に受け付けたチームから抽選で
補充します。令和4年度の同連盟第1回
大会の参加申し込みも受け付けます。

【日時】2月5日㈯午後5時～7時
【費用】1チーム2,000円（年間登録料）、
1名700円（都軟式野球連盟年間納付
金）
※大会に参加する場合は、別途1大会
に付き、1チーム14,000円
【会場・申込み】費用と登録申込書3枚
をお持ちの上、当日直接、新宿コズミッ
クセンター（大久保3―1―2）へ。新規
チームは必ず事前にご連絡ください。
登録申込書は、東京都軟式野球連盟
ホームページ（㋭http://www.tnbb.
or.jp/）から取り出せます。
※登録したチームを対象に、2月19日
㈯午後5時30分から（午後5時開場）同
センターで、区軟式野球連盟総会・代表
者会議を開催します。
②審判講習会
【日時】2月13日㈰午前9時～午後5時
※雨天の場合翌週へ順延します。
【対象】区内在住・在勤・在学の16歳以
上、70名
【会場・申込み】当日直接、西戸山公園野
球場（百人町4―1）へ。昼食をお持ちの
上、運動のできる服装でおいでくださ
い。

……＜①②共通＞……
【問合せ】同連盟☎090（8348）1692
（金子）へ。

新宿NPO活動基礎講座 

●対話を通じて皆が満足できる
　話し合いを目指して
【日時】2月19日㈯午後1時30分～5時30分
【対象】社会貢献活動をしている方、
NPOで活動している方ほか、20名
【内容】組織運営のために、多様な参加
者の自由な対話を生み出しながら協働
を促進する方法
【費用】2,000円（資料代）
【会場・申込み】1月27日㈭から電話かフ
ァックス・電子メール（4面記入例のとお
り記入）で新宿NPO協働推進センター
（高田馬場4―36―12）☎（5386）1315（毎
月第2火曜日を除く午前10時～午後6
時 ）・ ㋫（5386）1318・ ㋱hiroba@
s-nponet.netへ。先着順。オンラインでの
受講もできます。詳しくは、同センター
ホームページ（㋭https://snponet.net）
でご案内しています。

ささえーる 薬王寺の講座

①ささえーる歌声広場
【日時・定員】2月22日㈫午前10時～11
時30分（8名）
②ストレッチ3

さんびー

B体操
【日時・定員】2月25日㈮▶午後1時35
分～2時25分・▶午後2時30分～3時20
分（いずれも同じ内容、各回10名）
③パソコン講座～ワード文書作成
【日時・定員】2月25日㈮午後1時30分
～3時（5名）

……＜①～③共通＞……
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】2月4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。

明るい選挙啓発ポスター展 

　今年度の区入選と佳作の作品を展示
します。
【展示期間】2月1日㈫～14日㈪午前8

時30分～午後9時45分（2月1日㈫は午
後1時から、14日㈪は午後3時まで）
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第
1分庁舎3階）☎（5273）3740へ。

区民ギャラリーコンサート 

●ピアノコンサート
　結局、みんなショパンが好き
【日時】2月26日㈯午後2時～3時30分
【会場・申込み】往復は
がき・電子メール（4面
記入例のとおり記入）
で2月5日（必着）まで
に区民ギャラリー
（〒160-0023西新宿
2―11―4、新宿中央
公 園 内 ）☎（3348）6277・㋱info@
shinjuku-ecocenter.jpへ。定員50名。
応募者多数の場合は抽選。同ギャラ
リーホームページ（㋭https://www.
shinjuku-ecocenter.jp/）からも申し
込めます。

子ども・子育て会議  

【日時】2月3日㈭午後2時30分～4時
30分
【会場】区役所本庁舎6階第3委員会室
【申込み】傍聴を希望する方は、電話か
ファックス（4面記入例のとおり記入）
で、子ども家庭課管理係（本庁舎2階）
☎（5273）4260・㋫（5273）3610へ。託
児はありません。

ユニバーサルデザイン

まちづくり審議会

【日時】2月4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2委員
会室へ。
【問合せ】景観・まちづくり課（本庁舎8
階）☎（5273）3831へ。手話通訳・要約
筆記等の配慮が必要な方は1月28日㈮
までにご連絡ください。

　東京大学名誉教授の上野千鶴子さんを講師に迎え、誰もが迎える人生の最期を
自分らしく迎えるためにはどのような考え方が必要なのか、自分らしい人生を貫
くための心構えについて語っていただきます。
【対象】区内在住・在勤・在学でYouTube動画を視聴する機器をお持ちの方
【内容】▶第1部…ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰式
▶第2部…講演（上野千鶴子／東京大学名誉教授）
【申込み】1月27日㈭～3月24日㈭に新宿区ホームページ（上二次元コード）から申
し込めます。申込者へ動画サイトのURLを送付します。
【問合せ】男女共同参画課☎（3341）0801へ。

男女共同参画フォーラム
オンライン講演
「最期まで自分らしく生き切る」

▲上野千鶴子
　（撮影：菅野勝男）

　YouTubeを利用してフォーラムの動画（2時間程
度）を3月18日㈮～31日㈭に配信します（字幕あり。通
信費等は申込者負担）。

▲展示の様子

　東京2020オリンピック・パラリンピック
の選手たちの活躍を収めた報道写真と、大会
期間中に発行された新聞の号外を展示して
います。

戸山荘史跡柱巡り

【日時】1月30日㈰午後1時～2時
【集合場所】戸山生涯学習館（戸山2―
11―101）前
【申込み】1月27日㈭から電話または直
接、戸山図書館へ。先着15名。

人形劇

【日時】2月5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】小学生以下のお
子さんと保護者、20名
【上演作品】「おむすびころりん」「くい
しんぼうのミーちゃん」
【申込み】1月27日㈭から電話で北新宿
図書館へ。先着順。

親子で一緒に!

楽しくリフレッシュ体操

【日時】2月7日㈪・17日㈭午前11時～
12時（いずれも同じ内容）
【対象】1歳までのお子さんと保護者、
各回5組

【内容】リズム体操や組体操ほか
【会場・申込み】1月27日㈭から電話ま
たは直接、下落合図書館へ。先着順。

中国語と日本語のおはなし会

【日時】2月11日㈷午後3時～3時30分
【会場・申込み】当日午後2時45分まで
に直接、こども図書館へ。定員8組。応
募者多数の場合は抽選。

情報リテラシー講座（オンライン）

●図書館活用術～編集的思考でフェイク
　から身を守るために
　ウェブ会議ツール
「Zoom」を利用した講座
です（通信費等は申込者
負担）。参加者にID・パス
ワードをお知らせしま
す。
【日時】2月12日㈯午後2時～4時
【申込み】1月27日㈭～2月9日㈬に電
子メール（4面記入例のとおり記入）で
中央図書館（㋱shinjuku-lib-event@
library.shinjuku.tokyo.jp）へ。先 着
30名。

「わーいにてる?

みんなで描こう!似顔絵」講座

【日時】2月13日㈰▶①午
前10時～12時、▶②午後
2時～4時
【会場】四谷地域センター
（内藤町87）
【対象】小学生以上、各回10名
【申込み】1月27日㈭～2月6日㈰に電
話または直接、四谷図書館臨時窓口へ。
先着順。

調理ワークショップ

「内藤とうがらし料理」

【日時】2月19日㈯午前10時
30分～午後2時（午前10時
15分開場）
【会場】四谷地域センター（内
藤町87）
【対象】15歳以上、12名
【持ち物】エプロン、三角巾、飲み物
【申込み】1月27日㈭～2月7日㈪に電
話または直接、四谷図書館臨時窓口へ。
応募者多数の場合は抽選し、2月14日
㈪までに当選者にのみ連絡します。

北新宿図書館ミニシアター

「或る夜の出来事」

【日時】2月19日㈯午後2時30分～4時
30分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）
【申込み】1月27日㈭から電話で北新宿
図書館へ。先着15名。

介護高齢者支援“趣味”講座

●腕編みでスヌードを作ろう
【日時】2月25日㈮午後2時～3時30分
【会場・申込み】1月27日㈭か
ら電話または直接、下落合図
書館へ。先着6名。

図書館 所在地 電話番号

中央・こども 大久保3―1―1 （3364）
1421

四谷
（臨時窓口） 内藤町87 （3341）

0095

戸山 戸山2―11―101 （3207）1191

北新宿 北新宿3―20―2 （3365）
4755

下落合 下落合1―9―8 （3368）
6100

リサイクル講座 

●電池チェッカー作り
【日時】2月19日㈯▶①午前10時～12時、
▶②午後1時30分～3時30分
【対象】区内在住の小学生以上のお子さ
んと保護者、各回5組10名
【持ち物】筆記用
具、子ども用軍
手、使いかけの乾
電池1本
【会場・申込み】往復はがきに4面記入
例のほか希望する回（①②の別）を記
入し、2月8日（必着）までに新宿リサ
イクル活動センター（〒169―0075高
田馬場4―10―2）☎（5330）5374（月
曜日休館）へ。応募者多数の場合は抽
選。

こども“プチ”まつり 

●3R（リユース・リデュース・リサイクル）
　を体験
【日時】3月6日㈰▶①午前10時～12
時、▶②午後1時30分～3時30分

【対象】区内在住
の小学生までの
お子さん（小学2
年生までは保護
者同伴）、各回
20名
【内容】新宿リサイクル活動センターの
施設見学、3Ｒに関するゲーム、おもち
ゃ遊び（景品あり）
【会場・申込み】往復はがきに4面記入
例のほか、希望時間（①②の別）、お子
さんの年齢(保護者の氏名も)を記入
し2月16日（必着）までに新宿リサイ
クル活動センター（〒169-0075高田
馬場4―10―2）☎（5330）5374（月曜
日休館）へ。応募者多数の場合は抽
選。

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

▲過去のイベントの様子
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