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児童手当制度が一部変わります

ご参加ください

◆所得上限限度額が設けられます

講座
イベント

初心者向けICT講座

水曜上映会

児童手当
（特例給付）
は、
10月支給分
（6〜9月分）
から、
児童を養育してい
る方
（父母等のうち所得が高い方）
の所得が下表の所得上限限度額以上の場

日時 7月6日㈬午後2時から（午後

合は、
支給されなくなります。

1時40分開場）

日時 6月25日㈯午後2時〜3時30分

会場 新宿コズミックセンター8階

会場 北新宿生涯学習館（北新宿3

プラネタリウム（大久保3―1―2）

―20―2）

上映作品「ナビィの恋」
（1時間34分）

申込み 6月8日㈬から電話で問合

申込み 6月9日㈭〜7月5日㈫に電

せ先へ。先着15名。

話で問合せ先へ。先着75名。

問 合 せ 北 新 宿 図 書 館 ☎（3365）

問合せ 中央図書館☎
（3364）
1421

4755

大人の た め の おは なし 会

ゲーム「ゴー・ゴールズ」で
SD G s を 知 ろう

所得制限限度額
所得上限限度額
前年中（1〜5月の請求の場合は
前々年中）に申告した扶養親族 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
等の数
（万円） （万円） （万円） （万円）

0人
（前年末に児童が生まれてい
ない場合等）

622

833 3

858

1 071

1人
（児童1人の場合等）

660

875 6

896

1 124

2人
（児童1人+年収103万円以下
の配偶者の場合等）

698

917 8

934

1 162

736

960

972

1 200

774

1 002

1 010

1 238

812

1 040

1 048

1 276

3人
（児童2人+年収103万円以下
の配偶者の場合等）

4人
（児童3人+年収103万円以下
の配偶者の場合等）

5人
（児童4人+年収103万円以下
の配偶者の場合等）

●

※扶養親族が一人増えるごとに38万円を所得額に加算します。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場
合は5 000円、所得制限限度額未満の場合はこれまで通りの額が支給されます。

◆現況届の提出が原則不要になります
ただし、下記に該当する場合は引き続き提出が必要です。
▶離婚協議中で配偶者と別居している方

日々是健日〜すこやかな毎日

▶区から提出の案内があった方

会場 中町地域交流館（中町25）

会場 戸山生涯学習館（戸山2―11

申込み 6月7日㈫から電話または

―101）

直接、問合せ先へ。先着12名。

対象 小学生〜高校生、15名

問合せ 中町図書館
（中町25）

申込み 6月8日㈬から電話または

☎（3267）3121

直接、問合せ先へ。先着順。
問合せ 戸山図書館
（戸山2―11―
101）
☎
（3207）
1191

※現況届の提出が必要な方へ、6月3日に発送しました。

〜2時30分、
▶午後3時〜4時

6月30日（必着）までに問合せ先へご提出ください。

対象 未就学児と保護者、各回5組

■制度について

共催 目白大学
申込み 6月12日㈰から電話また

詳しくは、新宿区ホームページ
（右上二次元コード）をご覧ください。児
童手当等受給者の方へ、
改正についての案内文を6月3日に発送しました。

は直接、問合せ先へ。先着順。

問合せ 子ども家庭課子ども医療・手当係（〒160-8484歌舞伎町1―4―

会場・問合せ 西落合図書館（西落

1、本庁舎2階）☎（5273）
4546

合4―13―17）☎（3954）4373

イベント

区内保育施設相談・就職面接会
区内の民間保育事業者
（13事業者）

が、
各施設をPRします。
詳しくは㈱アイ

でに問合せ先へ。
応募者多数の場合は抽

問 合 せ 区 ゲ ー ト ボ ー ル 協 会・田 林
☎
（3362）1357

初 夏 に う た おう
●

いき い き ウ ォーク 新宿
●

イベント

区合唱連盟加盟団体の合唱

イベント

神田川沿いの遊歩道を歩く

日時・集合場所 6月24日㈮午

のウオーキング

日 時 6月26日 ㈰ 午 後1時30分 〜4時

会場・問合せ 新宿文化センター
（新宿6

持ち物 マスク、運動靴、両手が自由に

30分（受付時間は午後1時〜4時）

―14―1）☎（3350）1141

なるバッグ、飲み物
協力 NPO法人新宿区ウオーキング協会

宿2―7―1、
小田急第一生命ビル21階）

新 宿 NP O活動基礎講座

問合せ 保育指導課支援係
（第1分庁舎

①最新!NPOの労務管理

ァックス
（2面記入例のほか年齢を記

7階）☎（5273）4318

日時 6月16日㈭午後6時45分〜8時45分

入）で問合せ先へ。先着20名。

対象 社会貢献活動をしている方ほか、

問合せ 健康づくり課健康づくり推進係

20名

申込み 6月7日㈫〜23日㈭に電話かフ

（ 第2分 庁 舎 分 館 分 室4階 ）☎
（5273）

②個人情報管理講座〜活動していく上
で必要な、正しい管理と運用

3047・㋫
（5273）
3930

日時 6月23日㈭午後6時45分〜8時45分

遊びの 達人養成講座

対象 個人情報を扱う方ほか、20名

日時 6月26日㈰午後1時〜4時

………＜①②共通＞………

主催・問合せ NPO法人新宿区レクリエー
11―9）☎・㋫（3565）0120

前10時〜午後1時／新宿コズミックセ
ンター（大久保3―1―2）

講座

選し、
落選した方にのみ連絡します。
ション協会・金子
（〒161-0032中落合3―

申込み 当日直接、会場へ。

水・金曜日午前9時30分〜12時…都立

1421

s-nponet.net・㋭https://snponet.net

net/hoikufair/）
で公開しています。

日 時・会 場 ▶6月10日 〜22日 の 月・

問合せ 中央図書館☎（3364）

主催・申込み 6月7日㈫から電話で各

内容 初心者向けの歩き方教室と約4㎞

講座

期間 6月29日㈬〜7月2日㈯

のほか年齢を記入）
で6月20日
（必着）
ま

日時 6月11日㈯正午〜午後5時

初心者ゲートボ ー ル教 室

特別図書整理のため、下記
の期間休館します。

1315・㋫（5386）1318・㋱hiroba@

デムホームページ
（㋭https://job-gear.

会場 東京新卒応援ハローワーク
（西新

北新宿図書館の休館
（北新宿3―20―2）

費用 1回200円
日3日前までに問合せ先へ。先着順。

保育施設ではたら こ う

SNSを始めてみよう

日時 6月25日㈯午後2時〜3時30分

日 時 6月25日 ㈯ ▶ 午 後1時30分

HPで詳しく

●

日時 6月18日㈯午後2時〜3時

工作と 手遊び

▶児童と別居している方

●

図書館の催し

区民のひろば

費用・㋲申込み・ 問合せ

問合せ 区政情報課広報係（本庁舎3階）
☎
（5273）
4064・㋫
（5272）
5500
★催し・講座★
□女性しごと応援キャラバン 6月
21日㈫午前10時〜12時、
終了後に個
別相談会を実施。
TKP新宿西口カンフ
ァレンスセンター
（西新宿1）
で。
女性
の仕事探しを応援。
託児あり。
㋓無料。
㋲専用ホームページ・電話で。セミ
ナーは先着50名、
相談会は先着12名。
㋣月〜金曜日の午前9時〜午後5時に

講座

会場 戸塚地域センター
（高田馬場2―

戸山公園いきいき広場
（箱根山地区、
戸

費用 1 000円（資料代等）

18―1）

山3―2）、▶6月12日・19日・26日の日

申込み 6月7日㈫から電話かファック

対象 18歳以上、30名

曜日午前10時〜12時…清水川橋公園

ス・電子メール
（2面記入例のとおり記

内容 初対面のコミュニケーションが

（下落合1―1）
・よつや運動広場
（四谷1

入）
または直接、問合せ先へ。先着順。オ

円滑になる手法
「アイスブレーキング

―1）
（雨天・荒天時中止）

ンライン受講もできます。

ゲーム」の解説・体験

対象 区内在住・在勤・在学でおおむね

会場・問合せ 新宿NPO協働推進セン

費用 1 000円（資料代等）

10歳〜70歳代の方、各日10名

ター
（高田馬場4―36―12）☎
（5386）

申込み はがきかファックス
（2面記入例

同イベント事務局☎
（6734）
1346
★サークル紹介・会員募集★
□女声ボイストレーニング・カラオケ
毎月第1〜第4木曜日午前9時30分
〜午後0時30分、東五軒町地域交流
館で。毎月第1〜第3木曜日は講師の
指導あり、第4木曜日は自主練習。ボ
イストレーニング・カラオケ教室・
コ ー ラ ス。㋓ 月3 000円。㋣ さ つ き
会・本堂☎
（3267）
1751

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

