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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

大新宿区まつり協賛イベント大新宿区まつり協賛イベント

リサイクル

Recycle
資源として再生利用しよう

リデュース

Reduce
ごみの発生自体を減らそう

平成30年北海道胆振東部地震
災害義援金 にご協力を

◆大地震発生！あなたはどうする？

　マンション住まいは、耐震性に優れているなどの

魅力がある一方、大きな地震が起きると、エレベータ

ー停止や高層階の孤立化などの危険があります。ま

た、建物や室内が無事でも、ライフラインが停止した

中で生活しなければならない可能性もあります。

　学校などの避難所に避難することもできますが、

冷暖房もなく、床も冷たく固いうえに、人の目や音

が気になるなど、自宅とは全く異なる厳しい環境で

す。このため、かえって体調を崩すことがあります。

そうならないために、震災後もできるだけ自宅で過

ごせるよう、日頃からの備えが重要です。

　まずは、自宅の家具をきちんと固定し、食料などを

備蓄しましょう。また、マンション内では、挨拶などを

通して顔の見える関係を築くなど、入居者間で協力す

るための体制づくりに取り組みましょう。

行事名 日時 会場 主催・問合せ

とやま33
わくわくまつり

10月13日
午前10時～午後4時

戸山ハイツ33号棟西側
多目的広場（戸山2-33）

とやま33ワクワクま
つり実行委員会
（3209）4133

神楽坂化け猫
フェスティバル

10月14日
午前10時～午後4時

神楽坂大通り、高齢者福
祉施設神楽坂（本部)

化け猫フェスティバル
事務局
（6304）1600

高田馬場まつり
10月14日
午前10時30分～午後4時30分

高田馬場駅前広場

BIG BOX1階コンコース
早稲田通り（東京三協信

用金庫本店前～馬場口

交差点）

高田馬場銀座商店街
振興組合
（3200）8750

新宿ユース・ステージ

パフォーマンス2018
10月14日午前10時30分
から（午前10時開場）

新宿文化センター

（新宿6-14-1）
新宿未来創造財団文化・

学習課（3350）1141

戸山三丁目南町会
「コミュニティの集い」

10月14日
正午～午後3時

町内中央広場（都立戸山

公園、戸山3）
戸山三丁目南町会
（3203）4808

新宿成子商店街振興

組合秋の植木市
10月18日午前9時～午後
2時（雨天順延）

新宿アイランドウイン
グ前（西新宿6-3-1）

新宿成子商店街振興
組合（3371）1560

鬼王神社

えびすべったら祭
10月19日・20日
正午～午後9時

稲荷鬼王神社境内
（歌舞伎町2-17-5）

鬼王神社えびすまつり
実行委員会
（3200）2904

新宿歴史博物館開館
30周年記念特別展
「新宿御苑～皇室庭園
の時代」

10月20日～31年2月3日
午前9時30分～午後5時30分
(入館は午後5時まで)

新宿歴史博物館

（四谷三栄町12-16）
新宿未来創造財団学

芸課（3359）2131

第37回
歌舞伎町まつり

10月21日
午後0時30分～7時

歌舞伎町シネシティ広

場（歌舞伎町1-19）
歌舞伎町商店街振興
組合（3209）9291

ファミリービンゴ大
会（地域住民・学生との
交流活性化週間）

10月28日
午前10時～午後3時

早稲田大学29号館前
（西早稲田1-3-10）

ワセダグランド商店会
（★）

大野和士×都響コン
サート

10月28日午後2時から（午
後1時30分開場）

新宿文化センター

（新宿6-14-1）
新宿未来創造財団文化・

学習課（3350）1141

新宿区生涯学習フェ
スティバル

「絵画展」

10月2日～8日
午前10時～午後6時
（8日は午後2時まで）

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿未来創造財団文化・

学習課（3350）1141

「書の展」
10月24日～28日午前
10時～午後6時（28日は
午後3時まで）

「写真展」
10月27日～11月4日
午前9時～午後10時

生涯学習館まつり

10月13日・10月14日
午前10時～午後4時30分

北新宿生涯学習館

（北新宿3-20-2） 新宿未来創造財団文化・

学習課（3350）114110月20日・10月21日
午前10時～午後5時

住吉町生涯学習館
（住吉町13-3）

リユース
Reuse

繰り返し使おう

33RRととはは

イベント名 日時 会場 主催・問合せ

高麗博物館企画展示
12月2日までの
水～日曜日正午～午後5時

高麗博物館
（大久保1-12-1、第2韓
国広場ビル7階）

NPO法人高麗博物館
（5272）3510

早稲田かつおフェスタ
9月30日～10月21日
各店舗の営業時間中

ワセダグランド商店会の
参加店（西早稲田1～3）

ワセダグランド商店会
070（5583）5542

東郷青児記念損保ジャ

パン日本興亜美術館

お客様感謝デー

10月1日
午前10時～午後6時

東郷青児記念損保ジャ

パン日本興亜美術館（西

新宿1-26-1）

損保ジャパン日本興亜
美術財団 （5777）8
600（ハローダイヤル）

新宿文化寄席
10月4日午後6時30分か
ら（午後6時開場）

新宿文化センター

（新宿6-14-1）
新宿未来創造財団文化・

学習課（3350）1141

四谷大好き祭り2018
10月6日午後3時～8時・
7日午前11時～午後8時

左門公園（左門町5）、信
濃町第五・七駐車場

四谷地区商店会連合会・

小倉（3353）9000

第39回
はなぞのまつり

10月6日
午後1時～4時30分

花園通り（太宗寺通り入

口～花園小学校前信号）

花園町親交会

（★）

薬王寺商交まつり
10月7日
午前10時～午後4時

薬王寺商店街内

（市谷薬王寺町61～74）
薬王寺商交会
（5369）3413

第3回 新宿・早稲田オ
クトーバーフェスト

10月7日午前11時～午後8
時・8日午前11時～午後6時

鶴巻南公園

（早稲田町78）
早大通り商栄会・須田

050（3736）6674

青空フェスタ
10月7日
午後0時30分～6時

神楽坂商店街（神楽坂6）
神楽坂商店街振興組合
（3260）4353

新宿スポレク2018
10月8日
午前9時30分～午後3時30分

新宿コズミックセンタ
ー（大久保3―1―2）・新
宿スポーツセンター（大
久保3―5―1）・都立戸
山公園ほか

新宿未来創造財団
スポーツ課
（3232）7701

第37回 大久保まつり
10月8日
午前10時～午後4時

大久保通り（新大久保駅

～明治通り）
新大久保商店街振興
組合（★）

ミニSL青空市
10月8日
午前10時～午後2時

早稲田中・高等学校前庭
（馬場下町62）

早稲田駅前商店会
（★）

百人町まつり
10月8日
正午～午後3時

大久保通り（北新宿1丁
目交差点～大久保2丁
目交差点）

新宿百人町明るい会
商店街振興組合
（★）

高田馬場流鏑馬（やぶ

さめ）の公開
10月8日
午後2時～3時30分

都立戸山公園（箱根山地
区、戸山3）

高田馬場流鏑馬保存会
（3359）2131

神楽坂

まち飛びフェスタ

2018

10月13日～11月3日
午前10時～午後7時

神楽坂エリア一帯
神楽坂まち飛びフェ
スタ実行委員会
（6426）1728

　パンフレットは文化観光課・特別出張所・区立図書館等で配布します。イベント

の内容は各主催者にお問い合わせください。開催日時等は変更することがありま

す。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。

【問合せ】大新宿区まつり実行委員会事務局（第1分庁舎6階、文化観光課文化観光

係内）（5273）4069・（3209）1500へ（「主催・問合せ」欄に★のついているイベ

ントは、上記同まつり実行委員会事務局にお問い合わせください）。

10月5日

国民健康保険料
納付書を発送します

　区内小売店等の事業者（スーパー・コンビニ・デパート・商店

会等）・区民団体・区で構成する新宿区3Ｒ推進協議会が開催

する3Ｒ（上記）の普及啓発イベントです。ごみの減量のヒン

トとなる3Rを一緒に学びませんか。マイバッグをお持ちの

上当日直接、会場へおいでください。

33RR推推進進キキャャンンペペーーンンイイベベンントト

★メダルプロジェクト

　～使用済小型電子機器等の回収にご協力を

　東京2020組織委員会が主催する「都市鉱山からつくる！み

んなのメダルプロジェクト」に提供するため、同イベントの

開催中、使用済小型電子機器等の回収ボックスを会場内に

臨時に設置します。みんなでメダル製作に協力しましょう。

【主な内容】もったいないト

ーク～食べ物もプラスチック

ももったいない（午前11時30

分から、午後1時30分から）

ペットボトル・オーケスト

ラミニコンサート（午後1時か

ら）

新宿エコ自慢ポイント受

け付け

参加団体の3Ｒ協働宣言

実績報告・3Ｒ活動展示

区内小・中学生のごみ減量

絵画作品の展示

衣服のリユース、未利用食

品の受け付け（フードドライ

ブ）

※詳しくは、お問い合わせ

ください。

マイバッグ等がもらえる

クイズ・スタンプラリー（景

品は数に限りがあります）

【主催】新宿区3R推進協議会・

新宿区

【問合せ】ごみ減量リサイク

ル課ごみ減量計画係（本庁舎

7階）（5273）3318へ。

もももっっったたたいいいななないいいぞぞぞ
日日日本本本！！！

【日時】10月14日
午前11時～午後4時

　　　※午前10時45分から
　　　　 オープニングセレモニー

【会場】新宿駅西口広場

　　 イベントコーナー

　区では、「平成30年北海道胆振東部地震災害義援

金」の募金箱を設置しています。義援金は、日本赤十字

社を通して現地へ送ります。ご協力をお願いします。

【設置期間】31年3月15日まで

【設置場所】区役所本庁舎、特別出張所、新宿コ

ズミックセンター（大久保3―1―2）、区立図書館ほか

※物品の寄付は受け付けていません。

※区職員が自宅等を訪問し、義援金をお願いするこ

とはありません。ご注意ください。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505へ。

　マンションに関するコラムを連載しています。

【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎4階）

（5273）3874へ。

快快快 適適適 ななな マママ ンンン シシシ ョョョ ンンン

ララライイイフフフのののたたためめめににに
10

10月～31年3月納期分の納付書を発送します

　納期限（毎月末日）までにお近くの金融機関・

ゆうちょ銀行（郵便局）・コンビニエンスストア・

医療保険年金課・特別出張所で納めてくださ

い。支払い方法が口座振替の方、年金からの引

き落としの方、すでに保険料の全額を支払っ

た方にはお送りしません。

※30年9月納期分までの保険料が未納で納付

書がない方は、ご連絡ください。

職場の健康保険に加入した場合は

　国民健康保険の脱退手続きが必要です

　納付書が届いた方で、脱退手続きをしてい

ない場合、医療保険年金課か特別出張所で手

続きをしてください。

口座振替（自動払込）のご利用を

　毎月の保険料を口座から自動的に納めら

れます。口座振替（自動払込）依頼書に記入

し、金融機関届出印を押印の上、口座のある

金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）にお持ちい

ただくか、医療保険年金課へ郵送してくださ

い。口座振替（自動払込）依頼書をお持ちでな

い方は、ご連絡ください。

口座振替継続ありがとうキャンペーン

　保険料を3年以上継続して口座振替で支払

っている世帯に、抽選でプリペイドカード

（500円）を差し上げます（申請不要）。当選者の

発表は、12月下旬にお送りする「口座振替（自

動払込）済通知書」にカードを同封することで

代えさせていただきます。

【問合せ】医療保険年金課納付書・口座振替に

ついて…国保収納係（5273）4158、国民健

康保険の届出について…国保資格係（5273）

4146（いずれも本庁舎4階）へ。
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