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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 ★
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高齢者マッサージサービスのご利用を

　地域の多彩な魅力を紹介する区の広報番組です。10月は、管楽

器修理のマイスターのほか、新宿御苑の魅力などを紹介します。
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75歳以上等の後期高齢者医療制度をご利用の皆さんへ

【受付窓口】㈱日本旅行新宿区

役所内営業所（本庁舎1階）

【受付専用電話】（5273）3881

【受付日時】月～金曜日午前9

時～午後5時（土・日曜日、祝日

等は㈱日本旅行 （5369）

3902（午前10時～午後6時。

電話受け付けのみ）へ）

区民保養施設の利用申し込み箱根つつじ荘・
グリーンヒル八ヶ岳

◎抽選（区民抽選予約）

　区内在住の方のみ申し込め

ます。

【申込期間】10月1日～10日（必着）

【申込方法】受付窓口・特別出張

所・生涯学習スポーツ課で配布

の「抽選はがき」でお申し込み

ください。10月18日ころま

でに結果通知が届かない場合

は、受付窓口へお問い合わせく

ださい。

◎空き室予約

　抽選後の空き室は区内在住

の方のみ申し込める「区民優先

予約（当選者を含む）」、どなた

でも申し込める「一般予約」の

順に、先着順で予約を受け付け

ます。空き室の状況は、受付窓

口・特別出張所のほか、㈱日本

旅行ホームページ（http:

//ntasports.net/shinjukuku/）

でも確認できます。

【申込開始日】

区民優先予約…10月21日

一般予約…11月1日

※利用料金には各種割引制度

があります。箱根つつじ荘の宿

泊者には、小田急線の運賃割引

証を発行します。

※利用のご案内「区民保養施設

ハンドブック」は、受付窓口等

で配布しています。

箱根つつじ荘の休館

　空調設備等改修工事に伴い、

31年1月15日～2月28日

は全館休館します。

【問合せ】利用について…箱

根つつじ荘0460（82）1144、

工事について…生涯学習ス

ポーツ課生涯学習スポーツ係

(本庁舎1階)（5273）4358へ。

グリーンヒル八ヶ岳から

新宿駅西口発観光バスツアー

　往復バスと宿泊・観光がセット

の2泊3日のツアーです（申し込

みには、事前に宿泊予約が必要）。

【31年1月の出発日・コース】

9日…信州善光寺詣でとパ

ワースポット巡り、29日…

西湖樹氷まつりと軽井沢ビール・

ガトーフェスタハラダの見学

冬季平日の特別料金

【期間・料金】12月1日～31年

3月8日の平日料金適用日に

区民が 4名で利用の場合…

5, 000円から、3歳～12歳は

3,000円から（区外在住の方は

6,000円から、区外在住の3歳

～12歳は3,600円から）。3歳未

満は無料。12歳以上は別途入湯

税150円が必要です。

【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳

0551（32）7011へ。詳しくは、

グリーンヒル八ヶ岳ホームペー

ジ（http://www.kenkoumura.

jp）でもご案内しています。

　冬に流行するインフルエンザの

重症化を予防するため、以下の方

を対象に予防接種を実施します。

区から発送する予診票をお持ちの上、区の指定医療機関で接

種してください。接種を受けられる医療機関一覧は、予診票と

一緒にお送りします。接種には予約が必要な場合があります。

事前に医療機関にご確認ください。

【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）（5273）

3859へ。

接種期間は10月1日～31年1月31日

インフルエンザ予防接種
を受けましょう

ケーブルテレビの
広報番組

番組の放送

　10月1日～31日、ジェイ

コム港・新宿（11チャンネル）

で、毎日3回放送します（20分番

組）。

午前9時から、午後6時35

分から、午後11時から

※番組は、新宿区ホームページ

でも動画配信します。また、10

月5日から、区政情報センター

（本庁舎1階）、区立図書館（所蔵

は中央・四谷・下落合図書館の

み）でDVDを貸し出します。

【問合せ】区政情報課広報係（本

庁舎3階）（5273）4064へ。

※ケーブルテレビの受信につ

いては、ジェイコム港・新宿

0120（914）000へ。

10月はわたしのまち新宿10月はわたしのまち新宿

　31年4月から次の施設を運営する指定管理者を選定するため、事業者の公開プレゼ

ンテーションを実施します。傍聴を希望する方は当日直接、会場へおいでください。


新
宿
御
苑
の
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
・

　
ユ
リ
ノ
キ
の
前
に
て


オ
ー
ボ
エ
演
奏
を
披
露

新宿ＮＰＯ協働推進センター
【日時】10月5日午後2時30分から

【会場】同センター（高田馬場4―36―12）

【問合せ】地域コミュニティ課管理係（本庁舎1

階）（5273）3872へ。

地域交流館・児童館
【施設名・日時・会場】①北山伏地域交流館・児童

館…10月8日午前10時15分～10時40分（受け

付けは午前10時から。託児あり）／牛込笥地域

センター（笥町15）

②北新宿第二地域交流館…10月8日午後3時

～3時25分（受け付けは午後2時45分から）／柏木

地域センター（北新宿2―3―7）

③西早稲田地域交流館…10月13日午前10時

15分～10時40分（受け付けは午前10時から）／戸

塚地域センター（高田馬場2―18―1）

④中落合地域交流館…10月13日午後3時～3

時25分（受け付けは午後2時45分から）／落合第一

地域センター（下落合4―6―7）

【問合せ】①は子ども総合センター児童館運営係

（5273）4544、②～④は地域包括ケア推進課高

齢いきがい係（本庁舎2階）（5273）4567へ。

①高田馬場創業支援センター

②新宿消費生活センター分館
　2つの施設を一体的に管理する事業者の選

定です。

【日時】10月2日午後2時30分から（受け付け

は午後2時15分から）

【会場】新宿消費生活センター分館（高田馬場1―

32―10）

【問合せ】①は産業振興課産業振興係（3344）

0701、②は消費生活就労支援課消費生活就

労支援係（第2分庁舎3階）（5273）3834へ。

新新宿宿区区長長選選挙挙
　私たちの一票を区政に生かす大事な選挙です。無駄にするこ

となく投票に行きましょう。詳しくは、10月25日発行の「広報し

んじゅく」新宿区長選挙特集号でご案内します。

【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎3階）（5273）3740へ。

投投票票日日はは1111月月1111日日午午前前77時時～～午午後後88時時

13歳未満の方

65歳以上の方と60歳～64歳で次の障害がある方

【対象】区内在住で接種日現在、

①65歳以上の方、②60歳

～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・

免疫機能に重度の障害（身体

障害者手帳1級程度）がある方

【接種回数】1回

【費用】2,500円（75歳以上の

方、生活保護を受けている世

帯等の方は自己負担免除）

【予診票の送付】昭和28年9

月30日以前に生まれた方と、

左記対象②に該当し、29年度

までにお申し込みいただい

た方には、10月1日までに

予診票を発送します。

※左記対象②に該当し、初めて

接種を希望する方は、保健予防

課予防係へご連絡ください。

昭和28年10月1日～昭和

29年1月1日生まれの方には、

誕生日の前日までに予診票

を発送します。

【対象】区内在住で30年10月1

日現在、13歳未満の方（平成

17年10月2日以降に生まれ

た方）

【接種回数】2回

【費用】1回1,700円（生活保護

を受けている世帯等の方は

自己負担免除）

【予診票の送付】平成17年10

月2日～平成29年10月31日

生まれの方には、10月1日

までに予診票を発送します。

平成29年11月1日～平成

30年1月31日生まれの方に

は、1歳になる前月末に予診

票を発送します。予診票が届

く前に接種を希望する方は、

保健予防課予防係へお申し

込みください。

1歳未満の方は生後6か月

から接種できます。平成30年

2月1日以降に生まれた方は、

保健予防課予防係へお申し

込みください。

生活保護受給世帯等の方

【対象】区内在住で30年10月1

日現在、13歳以上65歳未満

で、生活保護を受けている世

帯等の方

【接種回数】1回

【費用】自己負担免除

【予診票の送付】事前に保健予

防課予防係へご連絡ください。

指定管理者選定公開プレゼンテーション区施設

31年1月8日～
31日宿泊分

　秋の行楽シーズンに、一般より低い料金で宿泊できます。は

がきによる抽選に申し込んだ方も再度申し込めます。

※施設によっては、空室がない場合もあります。

【対象】新宿区の後期高齢者医

療被保険者を含め、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】湯本富士屋ホテル

(神奈川県箱根町)、おんや

ど惠 (神奈川県湯河原町 )、

四万やまぐち館 (群馬県中

之条町)、ホテル神の湯温泉

（山梨県甲斐市）、一心舘（栃

木県日光市）

【利用期間】10月15日～11月

15日（チェックアウトの日）。

利用は1回に付き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。

【費用】施設利用料…1泊1部

屋1, 700円、食事料金…

7,000円～8,000円（中学生以

上1泊1名、税別、現地払い。3

歳～小学生の食事料金はお問

い合わせください）

※中学生以上は別途入湯税

150円が必要です。

【申込み】9月28日から電話

で高齢者医療担当課高齢者医

療係（本庁舎4階）（5273）

4562（午前9時～午後5時）へ。

9月28日は電話予約のみ受

け付け、10月1日からは電

話予約のほか高齢者医療担当

課の窓口で受け付けます。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。

※各施設の空き室状況は高齢

者医療担当課高齢者医療係へ

お問い合わせください。新宿

区ホームページでもご案内し

ています。
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