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耐震説明会・相談会

HPで詳しく

耐震説明会・相談会の日時・会場

区では、切迫する首都直下地震に備えて、区内の旧耐震基準
（昭和56年5月31日

日程

以前に着工）の建物を対象に、
無料の建築士派遣や耐震診断、補強設計・耐震改修工
事への助成等、耐震化を支援しています。
●

耐震説明会の動画を配信しています

6月25日㈯

内容 耐震化の必要性、
耐震改修工事への助成など耐震化支援事業の説明
視聴方法 区公式YouTubeチャンネル
「新宿区チャンネル」
と新宿区ホームページで視
聴できます。
●

6月26日㈰

耐震説明会・相談会を実施します
動画を視聴できない方や、
個別相談をご希望の方は、予約の上おいでください。

日時・会場 右表のとおり

時間

会場（地域センター）
榎町（早稲田町85）
午前10時〜11時30分
角筈（西新宿4―33―7）
戸塚（高田馬場2―18―1）
午後2時〜3時30分
若松（若松町12―6）
落合第一（下落合4―6―7）
午後5時〜6時30分
落合第二（中落合4―17―13）
牛込簞笥（簞笥町15）
午前10時〜11時30分
四谷（内藤町87）
大久保（大久保2―12―7）
午後2時〜3時30分
柏木（北新宿2―3―7）

★区内の木造建物を対象に耐震フォローアップの個別訪問を実施
以前に区の耐震診断または補強設計を実施し、耐震改修工事が未
実施の木造建物を対象に、
耐震化に向けてアドバイスします。
詳しく
は、
お問い合わせください。

申込み 6月16日㈭午後5時までに電話かファックス
（2面記入例のとおり記入）で
問合せ先へ。
問合せ 防災都市づくり課耐震担当
（本庁舎8階）
☎
（5273）
3829・㋫
（3209）
9227

スマートフォン講座

第2393号（3）

みんなでウオーキング

講座

スマートフォンの基本的な使い方を説明します。

●

イベント

初夏の神田川・江戸川公園と早稲田周辺を散策

日時 6月22日㈬午後1時〜3時

日時・集合場所 6月28日㈫午前10時〜午後0時30分／

対象 区内在住の方、
10名

JR飯田橋駅西口改札前

持ち物 スマートフォン
（お持ちでない方には貸し出

対象 区内在住の方、20名

し可）

講師 新宿区ウオーキング協会

申込み 6月17日㈮までに電話または直接、問合せ先へ。応募者多数の場

申込み 6月14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。

合は抽選。

会場・問合せ ささえーる 中落合
（中落合1―7―1）☎（3565）6375（日曜

問合せ ささえーる 薬王寺（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）

日、祝日を除く午前9時〜午後6時）

☎
（5273）
4214、
新宿駅周辺基盤整備担
当課☎
（5273）
4164・㋫
（3209）
9227

新宿駅直近地区に係る
都市計画案の縦覧等
新宿駅直近地区地区計画・都市計画駐
車場
（新宿駅南口駐車場）の都市計画案

新宿駅西南口地区に係る
都市計画案の縦覧等
都市再生特別地区（新宿駅西南口地
区）
について意見書を提出できます。
縦覧・意見書の提出

時30分、▶②午後6時30分〜7時30分
（2回とも同じ内容）

メント…6月29日㈬午後1時30分〜3
時／10名、▶②陶芸
（後期）…月曜午後

会場 牛込簞笥地域センター
（簞笥町15）

1時15分〜3時15分、全11回
（初回は7

申込み 6月7日㈫〜15日㈬に電話かフ

月4日㈪）
／6名、
▶③パソコンペイント

ァックス
（2面記入例のほか希望時間

3D…水曜午前10時〜11時30分、全5

（①②の別）を記入）で問合せ先へ。各回

回
（初回は7月6日㈬）／8名、▶④パソ

先着30名。手話通訳を希望する方は、6

コンペイント3D…木曜午後1時30分

月10日㈮までに問合せ先へ。

〜3時、
全5回
（初回は7月7日㈭）
／8名

期間 6月9日㈭〜23日㈭

問合せ 景観・まちづくり課
（〒160-8484

費用 1回100円
（減免あり。別途材料費

縦覧・意見書の提出

縦覧場所 ▶東京都都市整備局都市計

歌 舞 伎 町1―4―1、本 庁 舎8階 ）

▶①1 000円、
▶②1回300円）

期間 6月9日㈭〜23日㈭

画課
（〒163-8001西新宿2―8―1、都

☎（5273）3569・㋫
（3209）9227

申込み 6月17日㈮までに電話かファ

縦覧場所 ▶地区計画…新宿駅周辺まちづ

庁第二本庁舎12階北側）
、▶区新宿駅

ックス（2面記入例のほか希望する講

くり担当課、
▶都市計画駐車場…新宿駅周

周辺まちづくり担当課（本庁舎7階）

座（①〜④の別）、障害名、手帳の有無・

辺基盤整備担当課
（いずれも〒160-8484

提出方法・提出先 任意の用紙に住所・

種類を記入）または直接、問合せ先へ。

歌舞伎町1―4―1、
本庁舎7階）

氏名・電話番号、都市計画案の名称と意

提出方法・提出先 任意の用紙に住所・

見を記入し、
6月23日㈭までに郵送
（消

氏名・電話番号、都市計画案の名称と意

印有効）
または直接、問合せ先へ。

見を記入し、6月23日㈭までに郵送
（消

問合せ 東京都都市整備局都市計画課

印有効）または直接、縦覧場所へ。

☎
（5388）3225

について意見書を提出できます。
●

●

説明会

日時 6月15日㈬▶①午後2時30分〜4時、
▶②午後6時30分〜8時
（2回とも同じ内容）

●

（仮称）飯田橋駅前地区
基盤整備ビジョン（素案）の縦覧等
区内在住・在勤・在学の方、利害関係

会場 新宿ファーストウエスト
（西新宿

のある方等は意見書を提出できます。

1―23―7）
申込み 6月7日㈫から電話かファック

●

縦覧・意見書の提出

シルバー人材センター新規会員募集
区内在住の60歳以上で、健康で就業
意欲のある方を募集しています。
●

応募者多数の場合は障害者手帳をお持
ちの方を優先して抽選。
会場・問合せ 同センター
（戸山1―22―
2）
☎
（3232）
3711・㋫
（3232）
3344

対面式入会説明会
1時間程度の説明会を受講した後、

入会申し込みを受け付けます。申し込

健康づくりのためのヨガ教室
（オンライン）

講座

んだ方には後日接遇研修・就業相談が

日 時 7月2日 〜9月24日 の 毎 週 土 曜

あります。

日、いずれも午前10時30分〜11時45

日 時・定 員 6月15日 ㈬ ▶ 午 前10時 か

分、全13回

ら・午 後1時30分 か ら、▶16日 ㈭ 午 前

対象 区内在住でZoomを視聴できる

ス
（2面記入例のほか希望時間（①②の

期間 6月10日㈮〜24日㈮

10時から
（2回とも同じ内容）

機器をお持ちの50歳以上、15名程度

別）を記入）で新宿駅周辺基盤整備担当課

縦覧場所 景観・まちづくり課

申込み 電話で問合せ先へ。
各回先着10名。

申込み 6月8日㈬〜24日㈮に電話また

へ。各回先着70名。手話通訳あり。
●

※新宿区ホームページ
（上二次元コー

会場・問合せ 同センター
（新宿7―3―

は直接、問合せ先へ。応募者多数の場合

説明動画の公開

ド）
でも閲覧できます。

29、新 宿 こ こ・か ら 広 場 し ご と 棟 ）

は抽選。当選者には6月26日㈰以降に

新宿区ホームページ
（右

提出方法・提出先 新宿区ホームページか

☎（3209）3181

電話で連絡し、
IDとパスワードをお知

二次元コード）で、説明動画
を6月9日㈭から配信します。
問合せ 新宿駅周辺まちづくり担当課

郵送・ファックスまたは直接、
問合せ先へ。
●

説明会
（動画視聴会）

日時 6月17日㈮▶①午後2時30分〜3

障害者福祉センターの講座

講座

日時・定員・内容 ▶①フラワーアレンジ

らせします。
会場・問合せ 西新宿シニア活動館
（西
新宿4―8―35）☎
（3377）9380

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。

