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自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

（仮称）新宿区公契約条例骨子案への

ご意見ありがとうございました

中央図書館上映会

【日時・上映作品】水曜上映会…5月8

日午後2時から（午後1時40分開場）

／「立松和平とゆく 奥の細道 心の旅」

（1時間7分。日本語音声）、映画の夕

べ…17日午後6時から（午後5時40

分開場）／「リスボンに誘われて」（1時

間51分。英語音声・日本語字幕。監督／

ビレ・アウグスト、出演／ジェレミー・

アイアンズ、メラニー・ロランほか）

【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。

北新宿第二地域交流館の講座

①初心者向け川柳講座

【日時・定員】5月8日・22日、6月12日・26

日の水曜日午後1時～3時、全4回（10

名）

【講師】碓井達彌／北新川柳会代表

②自分に合った漢方を知ろう

【日時・定員】5月16日午後2時～3時

（20名）

【内容】漢方の基礎知識を学び、自分に

合った漢方ブレンド茶を楽しむ（講師

は土子志／薬剤師）

【費用】200円（材料費）

………＜①②共通＞………

【対象】区内在住の60歳以上

【会場・申込み】①は4月27日から、②

は5月9日までに電話かファックス

（2面記入例のとおり記入）または直接、

同館（北新宿3―20―2）（5348）6751・

（3369）0081へ。①は先着順。②は応

募者多数の場合は抽選。

多言語のおはなし会

【日時】5月11日午後3時～3時30分

【内容】日本語・英語・ベトナム語で読み

聞かせ

【協力】日本ベトナム友好協会東京都連

合会

【会場・申込み】当日直接、大久保図書館

（大久保2―12―7）（3209）3812へ。

途中入退場自由。

四谷まち歩き

甲州街道界隈まち歩きと

　新宿歴史博物館～四谷今昔物語

【日時】5月18日午前10時にJR四ツ谷

駅アトレ1階エスカレーター付近集

合、正午に新宿歴史博物館（四谷三栄町

12―16）で解散予定（雨天実施）

【主なコース】四谷大通り（新宿通り）～

新宿歴史博物館（入館料300円は各自

負担）

【内容】地域の方のガイドでまち歩き。

終了後、茶話会あり（希望者のみ当日申

し込み）。

【費用】100円（資料代等。茶話会は別途、

茶菓子代300円程度必要）

【申込み】5月7日～15日に電話で

四谷地区協議会（四谷特別出張所内）

（3354）6171へ。先着20名。

※初めて参加する方には当日「四谷ま

ち歩き手帖」を差し上げます。「四谷ま

ち歩き手帖3」をお持ちの方は当日お

持ちください。

大久保地域センター

第26回五月まつり

【日時】5月18日午前10時～午後3時

30分

【内容】午前…合唱・演奏・ダンスのキ

ッズステージ

午後…各種ゲーム・トリックアート・

工作コーナーの縁日ひろば

午前・午後共通…登録団体による歌

唱・詩吟・日本舞踊の芸能まつり、レスト

ラン＆ティーサロン、茶屋、模擬店、作品

展示、健康測定、福島物産コーナーほか

中学生の実行委員を募集

　まつりの運営をお手伝いいただく区

内在住・在学の中学生を募集します。5

月6日・12日に事前打ち合わせが

あります。詳しくは、お問い合わせくだ

さい。

【会場・問合せ】大久保地域センター（大

久保2―12―7）（3209）3961へ。

新宿学講座

落合 1922

　‘‘目白文化村”の謎を解く

【日時】5月18日午後2時～3時30分

【内容】1922年（大正11年）に中落合近

辺で堤康次郎が開発した“目白文化村”

を解説

【講師】中島明子／和洋女子大学名誉教

授

【会場・申込み】4月27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15名。

「おもてなし」英会話講座

東京オリンピック・

　パラリンピックに向けて

【日時】5月18日午後2時～4時

【会場】角筈地域センター（西新宿4―

33―7）

【内容】困っている人を見かけた時の英

語での対応を学ぶ

【申込み】4月27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20名。

新宿NPO活動基礎講座

個人情報管理講座～

　いざという時に備える個人情報管理

【日時】5月30日午後6時45分～8時

45分

【対象】社会貢献活動をしている方・こ

れから始める方、20名

【内容】個人情報保護の仕組み、個人情

報の取り扱いの基本原則、個人情報の

安全管理、問題発生時の対応ほか

【講師】三木由希子／NPO法人情報公

開クリアリングハウス理事長

【費用】1,000円（資料代等）

【会場・申込み】4月27日から電話か

ファックス・電子メール（2面記入例の

とおり記入）で新宿NPO協働推進センタ

ー（高田馬場4―36―12）（5386）1315・

（5386）1318・hiroba@s-nponet.

netへ。先着順。

硬式テニス壮年ダブルス大会

【日時】6月16日午前9時～午後5時

【会場】甘泉園公園庭球場（西早稲田3―

5）

【対象】区内在住・在勤で50歳以上の方、

男性ペア・女性ペア各16組

【内容】6ゲーム1セットマッチ

【費用等】1組2,500円（大会運営費）、ボ

ール1缶

【申込み】往復はがきに2面記入例のほ

か年齢・性別・パートナー名を記入し、5

月10日（必着）までに区硬式庭球連盟・

古山寛（〒162-0041早稲田鶴巻町

535）（3202）5876へ。応募者多数の

場合は抽選。

館名 サークル名（内容）・対象 実施日

信濃町子ども家庭支

援センター
にこにこキッズ(親子で英語遊び)…乳幼児と保護者

4月・6月・10月・
12月に各1回

中落合子ども家庭支

援センター
ハッピーサン(英語の歌遊びと読み聞かせ、育児の情報
交換)…生後3か月以上の未就学児と保護者

月1回

北新宿子ども家庭支

援センター
ゆいまーる(パネルシアター等)…未就学児と保護者

原則として
第3月曜日

百人町児童館 わらべうた(わらべうた)…1歳までと保護者 第2水曜日
上落合児童館 エンジェルドリーム(パワーヨガ)…3歳までと保護者 木曜日

北新宿第一

児童館

キャロットの会(ベビーマッサージ・音楽あそび等)…未
就園児と保護者

金曜日

にこにこ会（親子でのふれあいあそび等)…未就園児と保
護者

水曜日
（不定期）

ゆいまーる（パネルシアター）…未就園児と保護者 不定期

◆子育て自主サークル等 お母さん・お父さんが企画・運営しています。

館名 サロン名(内容)・対象 実施日

榎町子ども家庭

支援センター

ハロー エンジェルス(英語を使ったふれあい遊び)…
乳幼児と保護者

第2月曜日

ぬくぬく新宿(エプロンシアター)…乳幼児と保護者 第2水曜日

手づくりぬくぬく（エプロンシアター製作)…乳幼児の
保護者

第3水曜日

ももちゃんと遊ぼうの会(読み聞かせ・身体遊び)…乳幼児
と保護者

金曜日
（不定期）

北山伏児童館
親子スペシャル(フラワーアレンジ、工作、子育て相談等)
…乳幼児と保護者

不定期

西新宿児童館
ママタイム（ものづくりを通した仲間作り)…乳幼児と
保護者

不定期

子育て支援施設

ゆったりーの

(北山伏町2-17、北山
伏児童館1階)
(5228)4377

ベビママタイム(仲間作り)…8か月未満の乳児と保護者
月1回

火曜日午後

ミシン部×編み物部×布絵本(手芸を通した仲間作り)
…乳幼児と保護者

第1・第3
月曜日

絵本カフェ(絵本の読み聞かせ)…乳幼児と保護者
土曜日
(不定期)

◆子育てサロン・
　子育て仲間づくり活動

　区の講座を受講したボランティア「子育て

仲間づくりサポーター」が開催します。

　子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館等では、子育て

支援事業の1つとして、幼児サークルや子育てサロン活動、保護者の自

主的な子育てサークル活動を実施しています（下表参照）。利用を希望

する場合は、活動場所のセンター・児童館等へお申し込みください。詳

しくは、新宿区ホームページでもご案内しています。

【問合せ】子ども家庭支援課児童館運営係（5273）4544へ。

◆幼児サークル

　小さなお子さんとお母さん・お父さんの遊びの

場・出会いの場として交流できるサークルを開催

しています。

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館等

男女共同参画フォーラム

実行委員

　『誰もが個人として尊重され、自分ら

しく豊かに生活できるまち』をめざし、

男女共同参画に関する意識を高めるた

めの講演会等のイベントを2020年2

月15日に実施します。企画・運営に

参加してみませんか。

【実行委員会日時】6月14日・28日、7月

19日、9月13日・27日、10月11日、11月

8日、12月6日、2020年1月10日、2月7

日、3月6日の金曜日、午後1時30分から

（3月6日は午後4時から）1～2時間程

度）

※進行状況により日程を追加する場合

があります。

【対象】区内在住・在勤・在学で、全回出席

できる方、7名程度

【会場・申込み】所定の応募用紙を5月

15日までに男女共同参画推進セン

ター（〒160-0007荒木町16、ウィズ新

宿内）（3341）0801へ郵送（必着）また

は直接、お持ちください。応募用紙はウ

ィズ新宿、地域センター、区立図書館等

で配布するほか、新宿区ホームページ

から取り出せます。選考結果は応募者

全員に5月29日までにお知らせしま

す。

都市計画審議会住民委員

　都市計画の計画案に対する審議会の

判断をまとめる際に、調査・審議などを

行います。

【対象】4月1日現在、区内に1年以上在

住の満18歳以上、2名（ほかに補欠委員

1名）

※特別区・東京都の職員、区のほかの審

議会等の委員を除く。

【任期】7月～2021年6月30日

【報酬】審議会（※年7回程度、平日に開

催）に出席の都度、1万円

【申込み】所定の申込書に「地域の個性

を活かしたまちづくりについて」がテ

ーマの論文（800字程度）を記入し、5月

20日までに都市計画課都市計画係

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁

舎8階）（5273）3527へ郵送（必着）ま

たは直接、お持ちください。申込書は同

係、特別出張所、区立図書館で配布する

ほか、新宿区ホームページから取り出

せます。選考結果は応募者全員にお知

らせします。

8月
宿泊分 区区民民保保養養施施設設のの利利用用申申しし込込みみ

箱箱根根つつつつじじ荘荘・・ググリリーーンンヒヒルル八八ヶヶ岳岳

【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）

◎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】5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。5月20

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…5月

21日、一般予約…6月1日

※利用料金には各種割引制度があ

ります。箱根つつじ荘に宿泊する方

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。

【区の担当課】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

落合三世代交流サロン（西落合1―31―24、西落合

児童館2階）（3954）2740

地域子育て支援センター二葉「ふたばひろば」（南元

町4、二葉乳児院2階）（5363）2170

地域子育て支援センター原町みゆき「原町みゆきひろ

ば」（原町2－43、原町みゆき保育園1階）（3356）2663

ゆったりーの「ゆうゆうひろば」（子育て支援施設ゆ

ったり―の内）

　区内の児童館等では、子育て情報の提供や育児相談を行っています。乳幼児の親

子専用スペースもあります。

子ども総合センター

信濃町・榎町・中落合・北新

宿子ども家庭支援センター

薬王寺児童館

富久町児童館

百人町児童館

高田馬場第一児童館

西新宿児童館

ごご利利用用くくだだささいい 乳乳幼幼児児親親子子のの専専用用ススペペーースス

　労働環境の整備を推進するとともに、公共サー

ビス調達の品質の確保を持続可能なものとするた

め、「（仮称）新宿区公契約条例」のパブリック・コメ

ントを実施し、70件のご意見をいただきました。

　今後はいただいたご意見を参考に「（仮称）新宿

区公契約条例」の制定に向けて取り組んでまいり

ます。

　いただいたご意見の要旨と区の考え方、条例骨

子等は、契約管財課、区政情報課（本庁舎3階）、区政

情報センター（本庁舎1階）で閲覧できるほか、新宿

区ホームページでご覧いただけます。

【問合せ】契約管財課契約係（本庁舎4階）（5273）

4075へ。

パブリック・コメントの

実施結果を公表しています

新宿文化センター合唱団員募集中
　東京フィルハーモニー交響楽団とともに演奏会に出演する合唱

団員を募集します。本番公演は新宿文化センターで2020年1月29

日に開催します。

【練習日時】7月3日～2020年1月の原則として水曜日と本番前2日

間（午後6時30分～9時、全40回程度）

【会場】新宿文化センター（新宿6―14―1）

【対象】練習に7割以上参加し、自主的な予習復習

と本番への出演が可能な方、ソプラノ（55名）・ア

ルト（55名）・テノール（50名）・バス（50名）

【曲目】ウォルトン「ベルシャザルの�宴」、エルガー「威風堂々第1番」

【費用】21,000円（区内在住の方は15,000円）

【申込み】区内在住・在勤・在学の方は5月5日～20日（必着）、そのほかの方

は5月25日～31日（必着）に参加申込票を郵送または直接、新宿未来創造

財団文化・学習課（〒160-0022新宿6―14―1）（3350）1141へ。参加申

込票は同センターで配布するほか、同センターホームページから取り

出せます。応募者多数の場合は区内在住・在勤・在学の方を優先して抽

選。同センターホームページからも申し込めます。

①ウォーキング講座

　～歩いて知る薬王寺の魅力

【日時・定員】5月21日午前10

時～12時に戸塚地域センター

（高田馬場2―18―1）ロビー集

合（20名）

【内容】戸塚地区と神田川周辺

を、約4～5㎞歩きます。

②パソコン講座

【日時・定員】5月24日午後1

時30分～3時（5名）

③ストレッチ3B体操

【日時・定員】5月24日午後1

時30分～3時30分（20名）

④ささえーる歌声広場

【日時・定員】5月28日午前10

時～11時30分（20名）

⑤昼食を作って食べよう

【日時・定員】5月17日午前9

時30分～午後0時30分（6名）

⑥無理なくできる

　バランスごはん

【日時・定員】5月21日午前10

時～午後1時30分（6名）

⑦愛する家族のための

　男子ごはん

【日時・定員】5月22日午前10

時～午後1時（6名）

⑧男のおつまみ講座（男性対象）

【日時・定員】5月23日午後2

時～4時30分（6名）

⑨お手軽薬膳クッキング

【日時・定員】5月24日午後1

時30分～4時（6名）

………＜①～⑨共通＞………

【対象】区内在住の方

【会場・申込み】5月9日までに電

話または直接、同館（市谷薬王寺

町51）（3353）2333（土・日曜日、

祝日を除く午前9時～午後6時）

へ。応募者多数の場合は抽選。

※⑤～⑨は当日、400円をお支

払いください。エプロン、三角

布をお持ちの上、爪を切ってお

いでください。

▲箱根つつじ荘

ささえーる 薬王寺の講座

▼グリーンヒル

八ヶ岳

館名 所在地 電話番号 曜日・対象年齢・定員

子ども総合
センター

新宿7－3－29
新宿ここ・から広

場内

（3232）0695
0歳…第1･第3水曜日
1歳…第2･第4木曜日　
2歳以上…第2･第4火曜日

子
ど

も
家

庭
支
援

セ
ン
タ

ー

信濃町 信濃町20 （3357）6851 0歳（3か月以上）…金曜日 1歳以上…火曜日

榎町 榎町36 （3269）7304
1歳（25組）…火曜日
2歳以上（25組）…木曜日
0歳…月2回（不定期）

中落合
中落合

2－7－24
（3952）7751

0歳Ａ…第1･第3木曜日
0歳Ｂ…第2･第4木曜日（10月開始）
1歳…水曜日（2期制・各期30組）
2歳･3歳（30組）…金曜日（隔週）

北新宿
北新宿

3－20－2
（3365）1121

0歳…水曜日 1歳…金曜日
2歳以上…月曜日
★月1回金曜日の午後に4歳・5歳対象のおはな
し会、月1回土曜日に未就学児対象の「親子で遊
ぼう」を開催

児
童

館

本塩町 四谷本塩町4－9（3350）1456

0歳…月曜日（月2回）
未就園児…火曜日
4歳以上の未就学児…水曜日（月2回）
★隔週日曜日に未就学児対象のキッズパークを
開催

北山伏 北山伏町2－17（3269）7196 2歳･3歳（30組）…木曜日

中町 中町25 （3267）3321
0歳…金曜日 1歳…木曜日
2歳以上…水曜日

東五軒町 東五軒町5－24（3269）6895
0歳（25組）…火曜日
1歳以上（25組）…水曜日
2歳以上（25組）…木曜日

薬王寺 市谷薬王寺町51（3353）6625
6か月～1歳6か月（30組）…火曜日
1歳7か月以上（30組）…木曜日

早稲田
南町

早稲田南町50 （5287）4321
0歳（30組）…火曜日（月2回）
1歳（20組）…水曜日
2歳以上（20組）…金曜日

富久町 富久町22－21 （3357）7638
1歳まで…火曜日 2歳以上…木曜日
★月2回（不定期）で乳幼児対象のアスレチック
ルームを開催

百人町
百人町
2－18－21

（3368）8156
0歳…金曜日 1歳…火曜日
2歳・3歳…木曜日

高田馬場
第一

高田馬場
3－18－21

（3368）8167
0歳…水曜日 1歳…木曜日
2歳以上…火曜日

高田馬場
第二

高田馬場
1－4－17

（3200）5038
6か月～1歳6か月（30組）…火曜日
1歳6か月以上（40組）…木曜日

上落合
上落合
2ー28ー8

（3360）1413

0歳…金曜日 1歳～3歳…月曜日
4歳以上…火曜日（月1回）
★月1回土曜日に乳幼児対象の乳幼児プレイタ
イムを開催

中井 中井1－8－12 （3361）0075
未就学児…第2金曜日 1歳まで（30組）…水
曜日2歳以上（40組）…木曜日

西落合 西落合1－31－24（3954）1042

1歳6か月まで…金曜日
1歳7か月以上…木曜日
★不定期で火曜日に乳幼児等対象の「にしおち
ひろば」を開催

北新宿

第一
北新宿2－3－7（3369）5856

0歳…木曜日 1歳…月曜日
2歳以上…火曜日

西新宿
西新宿
4－35－28

（3377）9352
0歳…火曜日 1歳…水曜日
2歳以上…木曜日
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