
新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
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区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

特定消費料金

訴訟最終告知のお知らせ

地方裁判所管理局

東京都○○○○

問合せ　○○○○○○○○

こんなはがきは
詐欺です！

例

屋台広場
（新宿ここ・から広場入り口付近）

みんな集まれ、つながる笑顔♪

ここここここ・・・かかからららまままつつつりりり

マザアス新宿しごと棟

子ども総合センター

調査員は区が発行した身分証明書を
携帯し、腕章を着用しています

　今年で8回目を迎える毎年恒例のイベントです。新宿ここ・から広

場施設内の「多目的運動広場」「子ども総合センター」「しごと棟」「マ

ザアス新宿」で子どもから大人までが楽しめる催しを用意していま

す。ぜひ、おいでください。

※雨天時は内容を一部変更して開催します。

【問合せ】子ども総合センター管理調整係（3232）0673・（3232）

0666へ。

　今年で13回目を迎える歌舞伎町の冬の風物詩です。区役所通りの街路樹を

約12万個のLEDで装飾し、「明るく・安心・歩きやすい」歌舞伎町をアピールし

ます。11月1日午後4時からは、区役所本庁舎玄関前で点灯式を実施します。

【点灯期間】11月1日～31年2月

28日午後4時30分～午前3時

【問合せ】NPO法人新宿歌舞伎町区

役所通り3Aの会（3209）2238へ。

【区の担当課】東京オリンピック・パ

ラリンピック開催等担当課（第1分

庁舎7階）（5273）4220・（5273）

3931

多目的運動広場

1111月月かからら
区区役役所所通通りりがが幻幻想想的的にに

新宿区長選挙

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

　本日10月25日、「広報しんじゅく」新宿区長選挙特集号を日刊6紙（朝日・産経・

東京・日経・毎日・読売）の朝刊に折り込んでいます。

【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎3階）（5273）3740・（5273）

5230へ。

【日時・会場・内容】下表のとおり。時間はいずれも午後2時～2時45分

【対象】区内在住の60歳以上で「ふれあい入浴証」をお持ちの方、各回20名程度

【申込み】「ふれあい入浴証」をお持ちの上、当日直接、会場へ。先着順。

【問合せ】地域包括ケア推進課高齢いきがい係（本庁舎2階）（5273）4567・（6205）

5083へ。

会場 第1回 第2回 第3回 第4回

東宝湯
新宿7―11―5

（6228）0993

11月6日

口の機能を改善
するための秘訣

11月13日

今日も元気に
いきいき体操

11月20日

タンパク質で
つやつやシニア

11月27日

簡単な
筋トレ・脳トレ

大星湯
市谷台町18―3

（3351)7625

11月15日

「食べる」でつくる
いきいき生活

11月22日

いきいき健口
けんこう

生活

11月29日

簡単な体操で
いきいき生活

12月6日

今日も元気に
いきいき体操

からだにいいこと
はじめよう！

【問合せ】建築調整課（本庁舎8

階）（5273）3107・（3209）

9227へ。

　区では、大阪府北部の地震による塀の倒壊

被害等を踏まえ、区内全域で道路沿い（通学路

沿いを除く）のブロック塀等を点検調査します。

　区が委託した調査員が、目視等によりブロ

ック塀等の高さや基礎の有無、塀の傾きなど

を確認します。ご協力をお願いします。

【調査期間】31年3月下旬まで

！

【会場】新宿ここ・から広場（新宿7―3―29）

午前10時～午後3時
11月25日

■輪投げ大会

午後1時～3時（シルバー

人材センター会員は午前

10時～12時）

■キッズ忍者の里～修行ゲーム

　で君も忍者マスター

　「もぐらたたき」「しゅりけん投げ」

等の修行でポイントを貯めてプレ

ゼントをもらおう。

午前10時30分～11時30分、正

午～午後1時30分（受け付けは終了

15分前まで）

■みんなで楽しく忍者体操

午前10時30分から、正午から

（各回15分程度）

■アカペラライブ

午後0時15分～0時45分

■ふれあい動物園

午前10時から、午後0時30分から

（各90分、受け付けは終了15分前まで）

■マスコットキャラクター集合

午前10時30分から、正午から

（各回15分程度）

■インフィニット

　～ダンスプログラム

午後0時45分～1時

■空手体験・演武

午後1時～1時30分

■タグラグビーで遊ぼう

　ぶつかり合いのない安

全なラグビーです。

午後2時～3時

■児童のダンス発表

午後1時30分～1時45分

施施設設探探検検ススタタンンププララリリーーでで

素素敵敵なな景景品品ををももららおおうう

　広場内にある、マス

コットキャラクターや

ロゴマークのスタン

プを集めた方に、景品

をプレゼントします。

■わくわくステージ

　男女パフォーマーユ

ニットのストレンジデ

ィッシュ（上写真）が、パ

ントマイム・バルーン

アート等を披露します。

午前10時45分から、

午後1時45分から

（各30分）

建築物の維持管理を徹底してください建築物の維持管理を徹底してください

建築物の所有者・管理者の皆さまへ

　建築物の所有者・管理者は、建築物の敷地・構造・建築設備を常時

安全な状態に維持しなければなりません。劣化している部分や法

に違反する部分がある場合は、速やかに除却・改善するなどの対応

を行ってください。

　建築物が原因で事故が起きた場合は、その建築物の所有者等が責任を負うこと

になります。建築物による事故を防ぐためにも、建築物の適正な維持管理をお願

いします。

【問合せ】既存建築物の安全化指導…建築調整課（5273）3107、違反建築の

調査・指導…建築指導課（5273）3735（いずれも本庁舎8階・（3209）9227）

へ。

★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★★

★ ★

★★★★

中高生のバンド演奏、工作体験、光と音のリラクゼーション、

お話の世界（絵本の読み聞かせ）、乳幼児休憩スペース、児童虐待

防止キャンペーン、ダンスイベント、大久保地域見守り隊の活動紹

介、おもちゃ図書館、ボッチャ体験、トリックアート撮影コーナ

ー　ほか

新宿区勤労者・仕事支援センター

落語家の講座、職業適性診断、

手作り品展示販売、3Ｄプリン

ターの実演、焼きたてパン・飲み物

の販売　ほか

新宿区シルバー人材センター

苔玉盆栽販売、体験コーナー（パ

ソコンで年賀状作成、手編み、書道

等）、リサイクル品販売、健康相

談・骨密度測定　ほか

ちまき販売、福祉用品販

売、介護相談、バザー

焼きそば、お汁粉、フラ

ンクフルト、ポップコーン、

ちまき、豚汁、焼き鳥

※いずれも売り切れ次第、終了

します。
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新新宿宿
ここここ・・かからら広広場場

東新宿駅

ババスス停停

出出口口
（（BB22））

投票所整理券は11月1日から順次お送りします

公衆浴場で湯
ゆう

ゆう健康教室 新新宿宿歌歌舞舞伎伎町町区区役役所所通通りり イイルルミミネネーーシショョンン

公的機関をかたった公的機関をかたった

　最近、裁判所や法務省等をかたり、「契約不履行に

よる民事訴訟の最終告知」などと架空の案件のはが

きを送りつける詐欺が急増しています。はがきに記載

の問合せ先には、絶対に連絡しないようにしましょう。

ほかにもこんな手口に注意してください

還付金詐欺…医療費等の返金があると持ちかけ、無

人ATMに誘導します。月末に増える傾向があります。

カード預かり詐欺…クレジットカード等が不正に

使われているなどとカードをだまし取ろうとします。

【問合せ】危機管理課危機管理係（本庁舎4階）（5273）3532・（3209）4069へ。

※契約についての相談は、新宿消費生活センター（第2分庁舎3階）（5273）3830へ。

建築物の維持管理は所有者・管理者の義務です
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若者のつどい
22001188ふれる、ハマる、新宿！

来場者アンケートにご協力をいただいた方に

豪華景品が当たる福引もあります

展示室（地下1階）

大ホール（1階）

小ホール・ホワイエ（3階）

会議室（4階）

ロビー・大ホールホワイエ（1階）

◆ 予約不要・入場無料 ◆

ブブロロッックク塀塀等等のの

点点検検調調査査にに

ごご協協力力をを
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