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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

地域図書館の

指定管理者応募団体

公開プレゼンテーション

　地域図書館9館を運営する

指定管理者の選定にあたり、

第1次審査を通過した候補団

体による公開プレゼンテー

ションを実施します。

【日程】9月4日・5日・6日



※時間等詳しくは、お問い合

わせください。区立図書館ホ

ームページでもご案内して

います。

【会場・問合せ】傍聴を希望す

る方は当日直接、中央図書館

（大久保 3―1―1）（3364）

1421へ。

図書館の休館

　特別図書整理のため、次の

とおり休館します。

【休館期間】角筈図書館…9

月12日～14日、中町図

書館…19日～21日、大久

保図書館…26日～28日

※大久保図書館は、通常の休

館日に当たる9月13日は開

館します。

【問合せ】中央図書館（大久保

3―1―1）（3364）1421へ。

施設名 湯本富士屋ホテル おんやど惠（めぐみ） 四万やまぐち館 ホテル神の湯温泉 一心舘

所在地 神奈川県箱根町湯本256－1 神奈川県湯河原町宮上361 群馬県中之条町
大字四万甲3876－1 山梨県甲斐市竜地17

栃木県日光市
鬼怒川温泉滝542-3

利用期間 10月15日～24日 11月1日～11日 10月19日～29日 10月25日～11月4日 11月5日～15日

食事料金
(現地払い・
1泊1名）

8,000円（税別）
小学生は5,700円
3歳以上の未就学児は4,200円

7,800円（税別）
小学生は5,500円
3歳以上の未就学児は4,000円

7,800円（税別）
小学生は5,000円
3歳以上の未就学児は3,000円

7,500円（税別）
小学生は5,250円
3歳以上の未就学児は3,750円

8,000円（税別）
小学生は5,000円
3歳以上の未就学児は4,000円

食事形態
夕食は食事処、
朝食はバイキング

夕食・朝食とも各部屋または
レストラン選択可

夕食・朝食とも食事処
夕食は各部屋、
朝食は食事会場

夕食・朝食とも食事処

客室内容
和室15畳または和洋室（8畳
とツインベッド）(定員6名) 和室14畳(定員5名) 和室10畳または12.5畳

(定員6名) 和室12畳(定員5名)
和室12.5畳と6畳（定員9名）
または10畳と6畳(定員6名)

交通経路
新宿 ― 箱根湯本 ― ホテル

(小田急) (徒歩)

新宿 ― 湯河原 ― ホテル
（JR）（路線バス）

新宿 ― 小田原 ― 湯河原
　 （小田急）　 (JR)
　― ホテル（路線バス）

新宿 ― 中之条 ― ホテル
（JR）（路線バス）

東京八重洲通 ― 四万温泉
　　　　　（直行バス）
　 ― ホテル（徒歩）

新宿―甲府―竜王―ホテル
（JR）　（JR）（送迎バス）

新宿―双葉東バス停 ―ホテル
（高速バス）　 （送迎バス）

新宿―北千住―鬼怒川温泉
　（JR）（東武鉄道）
―ホテル（ダイヤルバス・徒歩)

特徴
夕食は和食・洋食・中華料理か
ら選択できます

厳選された素材を使用した
質にこだわった食事です

「四万の病を治す」といわれる
優しいお湯です

部屋から富士山や甲府盆地
が望めます

自家源泉100％の温泉クア
ハウスがあります

75歳以上等の後期高齢者医療制度被保険者の皆さんへ

　秋の行楽シーズンに、一般よりも低

料金で宿泊できます。

【所在地・利用期間・食事料金・施設案内

等】下表のとおり。いずれの施設も1日

1～2部屋

【対象】新宿区の後期高齢者医療制度被

保険者を含め、2名以上で利用する方

※保険料を滞納している方は利用でき

ません。

【施設利用料】1泊1部屋1,700円

※現地では食事料金（下表参照）と入湯

税（中学生以上1泊1名150円）が別に必

要です。

※いずれも温泉・無料駐車場がありま

す。車いすも貸し出します。

【申込み】往復はがき（私製はがきは不

可）に被保険者の住所・氏名・電話番号・

後期高齢者医療被保険者証の被保険者

番号、宿泊希望日数（2泊まで）、利用人

数、利用者全員の氏名を記入し、9月5日

（必着）までに高齢者医療担当課高齢者

医療係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、

本庁舎４階）（5273）4562・（3203）

6083へ。

※施設名、希望日は記入不要。受け付け

時に指定してください。

※申し込みは1グループで1部屋。部屋

の定員以上の申し込みの場合は2部屋

利用（利用できる日が限られます）。

※利用日数は2泊まで。1泊2食（夕食・朝

食）付き。食事なしの利用はできません。

※記入の不備、重複申し込み、期限を過

ぎて到着したはがきは無効です。

【申込結果】抽選で受け付け順位を決定

し、結果は9月13日までにはがきでお

知らせします。届かない場合は高齢者

医療担当課高齢者医療係へご連絡くだ

さい。

当選者受付…9月18日に、区役所本

庁舎3階302会議室で。当選はがき、後期

高齢者医療被保険者証、施設利用料を

お持ちの上、はがきでお知らせする指

定時間においでください。

一般受付…9月28日から電話で

（5273）4562（午前9時～午後5時）へ。

10月1日からは高齢者医療担当課の

窓口でも受け付けます。後期高齢者医

療被保険者証、施設利用料をお持ちく

ださい。

こども映画会「マルコ～

母をたずねて三千里」

【日時】9月9日午後2時30分

～4時15分

【対象】小学生までのお子さん、

100名（保護者の同伴可）

【会場・申込み】当日直接、大久

保地域センター（大久保2―

12―7）へ。先着順。

【問合せ】大久保図書館（3209）

3812へ。

講演会「生きてるだけで

100点満点！続編」

　俳優の奥山佳恵さんが、ダ

ウン症の次男の小学校生活

と家族の日常をお話ししま

す。

【日時】9月9日午後2時30分

～4時

【会場】落合第二地域センター

（中落合4―17―13）

【申込み】8月28日から電話

または直接、西落合図書館（西

落合4―13―17）（3954）4373

へ。先着70名。

中央図書館上映会

【日時・上映作品】水曜上映

会…9月12日午後2時から

（午後1時40分開場）／「アンネ・

フランクを忘れない」（1時間57

分。字幕）、映画の夕べ…9月

21日午後6時から（午後5時

40分開場）／「こころ」（2時間2分。

監督・市川崑、原作・夏目漱石）

【会場・申込み】当日直接、新宿

コズミックセンター8階プラ

ネタリウム（大久保3―1―2）

へ。各日先着80名。

【問合せ】中央図書館（3364）

1421へ。

親子で一緒に

楽しくリフレッシュ体操

【日時】9月13日午前10時30

分～11時30分

【対象】1歳までのお子さんと

保護者、5組

【内容】リズム体操、組体操、手

遊びほか

【会場・申込み】8月28日から

電話または直接、鶴巻図書館

（早稲田鶴巻町521）（3208）

2431へ。先着順。

多言語おはなし会

【日時】9月15日午前11時～

12時・午後3時～4時（入退場自

由）

【内容】日本語・ドイツ語・中国

語のほか、午前はスウェーデ

ン語・スペイン語、午後はフィ

ンランド語・イタリア語での

読み聞かせほか

【会場・申込み】当日直接、大久

保図書館（大久保2―12―7）

（3209）3812へ。

TSURUMAKIロードショー

「若草物語」

【日時】9月16日午後2時～4

時10分（午後1時50分開場）

【会場・申込み】8月28日から

電話または直接、鶴巻図書館

（早稲田鶴巻町521）（3208）

2431へ。先着15名。

下落合アカデミアンナイト

【日時】9月21日午後7時～8

時30分

【対象】20歳以上、20名

【内容】セクハラ・パワハラ・モ

ラハラを中心としたハラスメ

ント対策に関する講話（講師は

戸谷一彦・東京都社会保険労務

士協会所属社会保険労務士）

【会場・申込み】8月28日から

電話または直接、下落合図書

館（下落合1―9―8）（3368）

6100へ。先着順。

スペシャル

おはなし会

英語で遊ぼう

【日時】9月22日午前11時～

12時

【対象】小学3年生までのお子

さんと保護者、20組

【内容】英語でのおはなし会、手

遊び、読み聞かせほか

【会場・申込み】8月28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。

コリア・スクエア・

ガーデン2018

【日時】9月22日・23日午後

1時～4時（入退場自由）

【内容】韓国の絵本の読み聞か

せ、チマチョゴリの試着や韓

国の折り紙紹介ほか

【会場・申込み】当日直接、大久

保図書館（大久保２―12―7）

（3209）3812へ。

ビブリオバトル

　発表者のおすすめの本を紹

介し、観覧者が読みたいと思

った本に投票します。

【日時】9月23日午後2時～4

時30分（午後1時45分開場）

【会場】角筈地域センター（西新

宿4―33―7）

【対象】中学生以上、発表者10

名・観覧者20名

【申込み】8月28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。

街歩きワークショップⅡ

「内藤新宿ぶらり」

　南寺町（現在の若葉・須賀町）

界隈のまち歩きのほか、アプ

リ「内藤新宿ぶらり」も紹介し

ます。

【日時】10月27日午後1時15

分～3時15分。午後1時までに

四谷地域センター正面入口集

合（小雨実施）

【対象】中学生以上、20名

【講師】田中健士・四谷地区協議

会四谷まち歩きガイド

【申込み】8月27日～9月15日

に電話または直接、四谷図書

館（内藤町87）（3341）0095

へ。応募者多数の場合は抽選。

歴史講座「内藤新宿

と江戸城外濠」

【日時】10月28日午後2時～

4時（午後1時45分開場）

【会場】四谷地域センター（内藤

町87）

【対象】高校生以上、40名

【講師】高道昌志・首都大学東京

助教

【申込み】8月27日から電話

または直接、四谷図書館（内藤町

87）（3341）0095へ。先着順。

図書館の催し

秋秋季季保保養養施施設設のの受受けけ付付けけをを開開始始

東京都シルバーパスの一斉更新

「専門講座」受講者を募集
子育て支援者養成講座


	図書館の催し
	地域図書館の指定管理者応募団体　公開プレゼンテーション
	図書館の休館
	秋季保養施設の受け付けを開始

