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　お子さんの送迎や短時間の
預かり等、子育ての援助を受け
たい方（利用会員）と援助を行
いたい方（提供会員）の、相互援
助活動です。いずれも会員登録が必要です。
●活動時間
午前6時～午後10時
●活動費（1時間あたり）
▶午前7時～午後7時…800円
▶上記以外…900円
①利用会員の登録を希望する方
右表の説明会にご参加ください。申し込み方法・

時間等詳しくは、お問い合わせください。
対象 ▶区内在住・在勤・在学で、子育ての援助を必

要とする生後43日～18歳のお子さんの保護者、
▶妊娠6か月～9か月で体調が安定している方、各
回15名
※妊娠中の方は出産後に登録できます。

②提供会員の登録を希望する方
　4日間（6月16日㈭・17日㈮・20日㈪・21日㈫）
の講習会にご参加ください。時間等詳しくは、お問
い合わせください。
会場 区社会福祉協議会
対象 区内在住・在学の18歳以上で心身ともに健
康な方、15名
※定員を超えてから申し込みをされた方には、次
回以降の講習会をご案内します。

……＜①②共通＞……
申込み 4月19日㈫午前10時から電話で問合せ先
へ。先着順。
問合せ 区ファミリー・サポート・センター
☎（5273）3545

新宿歴史博物館 所蔵資料展

「岩田ガラス新収蔵品展」 イベント

　弁天町に住んでいた岩田藤七・久利
の親子は日本の色ガラス工芸界のパ
イオニアです。令和元年、岩田藤七・久
利・糸子のガラス工芸作品など78点
が寄贈されました。それらを当館初公
開します。
展示期間 4月16日㈯～5月29日㈰午
前9時30分～午後5時30分（入館は午
後5時まで）
※4月25日㈪、5月9日㈪・23日㈪は休
館日です。
会場・問合せ 同館（四谷三栄町12―
16）☎（3359）2131

毎日ミニミニおはなし会 イベント

●絵本の読み聞かせ
日時 5月3日㈷～5日㈷午後2時～2時
20分
会場 北新宿生涯学習館（北新宿3―20―2）
対象 小学生までのお子さんと保護者、
10名
申込み 4月17日㈰から電話で問合せ
先へ。先着順。
問合せ 北新宿図書館☎（3365）4755

リサイクル講座 講座

●タオルからぞうり作り
　持ち物等詳しくは、新宿リサイクル活
動センターホームペー
ジ（㋭http://www.
shinjuku-rc.org）でご
覧いただけます。
日時 5月19日㈭午前10時～午後4時
対象 区内在住・在勤の方、10名
費用 400円（材料費等）
共催 新宿環境リサイクル活動の会
会場・申込み 往復はがきに5面記入例の
とおり記入し、4月28日（必着）までに問

合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。
問合せ 新宿リサイクル活動センター
（ 〒169-0075高 田 馬 場4―10―2）
☎（5330）5374

ささえーる 薬王寺の講座

～プロから学ぶ紙面作り 講座

●家族新聞を作ってみよう（全3回）
日時 5月25日㈬、6月8日㈬・22日㈬、
全3回午前10時～12時
対象 区内在住・在
学・在勤の方、10名
内容 写真の撮り
方、記事の書き方、
編集の仕方を学
び、大型連休や子
どもの日等をテーマに家族新聞を作る
（講師は橋本弘道／読売新聞東京本社
教育ネットワーク事務局）
会場・申込み 5月11日㈬までに電話ま
たは直接、問合せ先へ。応募者多数の場
合は抽選（初めて受講する方を優先）。
問 合 せ 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）

国民健康保険調査員

●会計年度任用職員
対象 診療報酬明細書（医科）の内容点
検事務の経験がある方、若干名
勤務期間 10月1日～令和5年3月31日
勤務日時 原則として月～金曜日の週5
日、午前9時～午後4時
勤務内容 診療報酬明細書の内容点検等
報酬等 月額21万3,000円程度、期末
手当・交通費支給・有給休暇あり。社会
保険等に加入
選考 ▶1次…書類審査・小論文
▶2次…面接（6月下旬）
申込み 所定の申込書、小論文（A4判横書き
原稿用紙に800字程度）等を6月10日㈮ま
でに郵送（必着）または直接、問合せ先へ。
申込書等は問合せ先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。
問合せ 医療保険年金課国保給付係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁
舎4階）☎（5273）4149

外部評価委員会

日時 4月22日㈮午前9時30分～11時30分
内容 評価方針
会場・申込み 傍聴を希望する方は当日
直接、本庁舎6階第3委員会室へ。
問合せ 企画政策課（本庁舎3階）
☎（5273）3502

景観まちづくり審議会

日時 4月27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

都市計画審議会

日時 4月28日㈭午前10時から
会場 区役所本庁舎5階大会議室

内容 新宿区まちづくり長期計画「まち
づくり戦略プラン」の改定（諮問）、防災
街区整備方針ほか
申込み 傍聴を希望する方は、4月27日
㈬までに電話かファックス（5面記入
例のとおり記入）で問合せ先へ。
問合せ 都市計画課都市計画係（本庁舎
8階）☎（5273）3527・㋫（3209）9227

弁護士と不動産鑑定士による　

無料相談会

●不動産や法律の相談ができます
日時 4月22日㈮午前10時～午後6時
後援 新宿区
会場・申込み 当日直接、新宿西口広場
イベントコーナーへ。
問合せ 東京都不動産鑑定士協会事務
局・鶴岡☎（5472）1120

新宿まちなかサロン

（小滝橋ひろば） イベント

●スマホ・PC相談会
日時 4月27日㈬、
5月11日㈬・25日
㈬午前10時30分
～12時
会場 新宿NPO協
働推進センター
（高田馬場4―36―12）
費用 200円
持ち物 スマートフォン、パソコン
後援 新宿区
主催・申込み 4月17日㈰から電話かフ
ァックス・電子メール（5面記入例のと
おり記入）で問合せ先へ。先着6名。
問合せ 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

Let’s Go みずふる！～ポータルサイト

から水源林に行ってみよう イベント

　水道水源林の情報をいつでも・どこで
も見られる新しいポータルサイトを公
開しています。動画を視聴し、感想を送
っていただいた方の中から抽選で600
名に水源林オリジナルグッズを差し上
げます。詳しくは、同サイト（㋭https://
www.mizufuru.waterworks.metro.
tokyo.lg.jp）でご案内しています。
問合せ 東京都水道局水源管理事務所
☎0428（21）3543

地域で子育てを応援しています

ファミリー・サポート・センター会員募集

利用休止施設 洋弓場、多目的コート、ゴルフ練
習場
利用休止期間 8月1日㈪～令和5年1月31日㈫
※期間は施設ごとに変更する場合があります。
詳しくは、新宿区ホームページまたは新宿スポーツセンターホームペー
ジ（㋭https://shinjuku-sportscenter.jp）をご確認ください。
問合せ ▶利用について…新宿スポーツセンター☎（3232）0171
▶工事について…生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係（第1分庁舎7
階）☎（5273）4358

新宿スポーツセンター（大久保3―5―1）

屋上防水改修工事に伴う

一部施設の利用休止●受け取りには事前予約が必要
　予約方法等詳しくは、マイナンバーカードの交付申
請後に届く「交付通知書」に同封の案内をご確認くだ
さい。
　5月15日㈰はマイナンバーカードの交付のみ、5月
29日㈰はマイナンバーカードの交付と、マイナン
バーカード関連事務（継続利用等）・公的個人認証事
務（電子証明書の発行等）の事務を取り扱います。
開設日時 5月15日㈰・29日㈰いずれも午前9時～午後5時
開設場所・問合せ 戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）☎（5273）3601

マイナンバーカードの

受け取り窓口を臨時開設します

●夏休み期間の利用抽選
利用期間 7月15日㈮～8月31日㈬
※7月21日㈭～8月9日㈫・11日㈷・12日㈮・14日㈰・15日
㈪・18日㈭～21日㈰は学校行事実施のため、全館利用でき
ません。
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グループに付き5室以内）
申込み 宿泊受付窓口・特別出張所で配布の専用往復はがき
で4月25日（必着）までにお申し込みください（1グループ
に付き1枚）。抽選結果は、5月7日㈯までにお知らせします。

※当選した方は、5月14日㈯
までに電話または直接、宿泊
受付窓口で利用申請をしてく
ださい。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。
※抽選後の空室は、通常どおり利用希望日の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。
区の担当課 教育支援課教育活動支援係☎（3232）1058

ご利用ください ヴィレッジ女神湖（長野県立科町）

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 
受付時間 月～金曜日午前9時～午
後5時（祝日等を除く）
※土・日曜日、祝日等は㈱日本旅行
☎（5369）3902（午前10時～午
後6時）

▶岩田糸子
花器「蕾」

HPで詳しく

会場 日程

区社会福祉協議会
（高田馬場1―17―20）

4月20日㈬、5月16日㈪・21日㈯・
26日㈭、6月1日㈬・11日㈯・24
日㈮、7月1日㈮・5日㈫・9日㈯・
25日㈪

ゆったりーの
（北山伏町2―17） 5月13日㈮

中落合子ども家庭
支援センター

（中落合2―7―24）
6月7日㈫

地域子育て支援
センター二葉
（南元町4）

7月22日㈮

▲マイナちゃん

▲ヴィレッジ女神湖

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

　四谷消防団長、新宿消防団長の発令式がそれぞれ行われ、
4月1日付で新団長が任命されました。
　退任した加古三稚・前四谷消防団長と岩田千明・前新宿消
防団長は、入団以来、約40年間地域の防火・防災活動に従事
し、近年は消防団長として各消防団を統率し、地域の安心・
安全に貢献しました。
　新たに消防団長に任命されたのは、それぞれ副団長を務め
てきた、山田章・四谷消防団長と下村治生・新宿消防団長です。
　両新団長は、地域防災の要として、防災力のさらなる向上
や精強な消防団育成にまい進することなど、抱負を述べま
した。

▲四谷消防団長退任・任命発令式
（左から山田新団長、加古前団長）

▲新宿消防団長退任・任命発令式
（左から下村新団長、岩田前団長）

　消防団は、消防組織法に基づき、区市町村に設置されてい
る消防機関です。平常時・非常時を問わず住民の安全・安心
を守る重要な役割を担っています。
対象 各消防団の区域に在住・在勤・在学する18歳以上で健
康な方
問合せ ▶四谷☎（3357）0119、▶牛込☎（3267）0119、
▶新宿☎（3371）0119の各消防署

消防団員を募集しています

四谷・新宿消防団　団長の退任・任命

　3月29日の区議会定例会で
教育長任命の同意を得て、4月
1日付けで、針谷弘志前総務部
長が教育長に就任しました。

問合せ 総務課総務係（本庁
舎3階）☎（5273）3505・
㋫（3209）9947

教育長が

就任しました
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