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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 ★

…イベント …講座
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　掲載行事は区の主催ではありません。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）

（5273）4064・（5272）5500へ。

★催し・講座★

展示・講演「活字+αの世界～ライト

ノベル×児童文学×サブカルチャー」

展示は8月2日までの午前9時～午後

9時、講演会は7月20日午後2時～3

時30分、目白大学新宿図書館（中落合4）

で。2000年以降の児童文庫・アニメ絵

本中心。無料。講演会は7月18日

までに電話で。月～土曜日に同大学

図書館・中村（5996）3140

医師を目指す中高生と保護者のため

の講演会　7月31日午後5時～6時

30分、東京医科大学病院（西新宿6）で。

無料。当日直接、会場へ。先着380

名。東京医科大学ダイバーシティ推

進センター（3342）6111

市民公開講座「命の意味を語り合う

～住み慣れた街で最後まで暮らすため

に」　7月15日午後1時40分～4時、

京王プラザホテル（西新宿2）で。無

料。当日直接、会場へ。先着150名。日

本在宅医療連合学会大会事務局（㈱サン

プラネット内）（5940）2614

ギター・ウクレレ入門　7月12日、

ウクレレは午後3時15分～4時10分、ギ

ターは午後4時15分～5時10分、戸塚地

域センターで。初心者歓迎。1,000円。

7月10日までに電話で。各回先着

10名。ギター・ウクレレの会・長谷部

090（9140）6745

NCGMRI（国立国際医療研究センタ

ー研究所）オープンラボ2019　7月24

日午前10時～午後4時（午前9時30分

から受け付け）、同研究所（戸山1）で。最

先端医療の研究活動を紹介。中・高校生

対象。無料。7月15日までに電

話で。先着150名。同研究所・茶谷

（3202）7181（内線2826）

区民のひろば
費用・申込み・問合せ

新宿区職員

【職種・採用予定数】福祉Ⅱ類（保育士・児

童指導・福祉）、25名程度

【受験資格】国籍を問わず、昭和57年4

月2日～平成12年4月1日生まれで、保

育士の資格があり、都道府県知事の登

録を受けている方（令和2年3月31日ま

での取得・登録見込みの方を含む）

【採用予定日】令和2年4月1日

【第１次選考日】8月25日

【申込み】所定の申込書を、8月5日午後

5時までに人事課人事係（〒160-8484

歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）（5273）

4053へ簡易書留で郵送（必着）または

お持ちください。詳しくは、人事課・特

別出張所・区立図書館等で配布してい

る募集案内をご覧ください。新宿区ホ

ームページでもご案内しています。

自衛官を募集

【募集種目】①航空学生、②一般曹

候補生、③自衛官候補生（男性）、④自

衛官候補生（女性）

【対象】日本国籍があり、①は高校卒（卒

業見込みを含む）で海自は23歳未満、空自

は21歳未満、②～④は18歳以上33歳未

満（年齢はいずれも令和2年4月1日現在）

【募集期間】①②は9月6日まで、③④

は随時

【問合せ】防衛省自衛隊東京地方協力本部

豊島出張所（3982）7075へ。詳しくは、

同出張所ホームページ（http://www.

mod.go.jp/pco/tokyo/

toshima）（右図QRコー

ド）でもご案内しています。

マンション耐震セミナー

【日時・内容】7月20日①正午～午後1

時…個別相談会、②午後1時30分～4時

50分…講演「大地震のとき命を守る段階

的補強」、マンション耐震改修事例報告

【会場】住宅金融支援機構「すまい・るホ

ール」（文京区後楽1―4―10）

【対象】マンションの管理組合役員、区分

所有者、管理会社ほか、①は4～5組、②は

300名

【主催・申込み】所定の申込書をファック

スで7月15日までにNPO法人耐震総

合安全機構（JASO）（6912）0772・

（6912）0773へ。いずれも先着順。申

込書は、同機構ホームページ（http://

www.jaso.jp/）から取り出せます。

いじめ・虐待防止フォーラム

【日時】7月21日午後1時30分～5時

【会場】大久保地域センター（大久保2―

12―7）

【内容】岡田式AC判別法によるカウン

セリングの事例報告会、パネルディス

カッション

【後援】新宿区、区教育委員会ほか

【主催・申込み】7月20日までに電話

でサークル・ダルメシアン・垣内（かい

と）090（3342）8562へ。定員30名。

応募者多数の場合は抽選。

子ども学科公開講座

【日時】7月27日午後1時~4時30分

【会場】目白大学新宿キャンパス10号

館（中落合4―31―1）

【対象】保育現場の保育者、保育を学ぶ

学生ほか

【内容】講演「保育者のキャリア発達」（講

師は中坪史典／広島大学大学院教育学

研究科准教授）、保育者のキャリア発達

等に関するシンポジウム

【後援】新宿区・区教育委員会ほか

【申込み】7月24日までに電話で同大

学子ども学科事務室（5996）3152へ。

歴史的建造物保存の

チャリティイベント

【日時】7月29日午後6時～8時15分

【会場】早稲田大学小野記念講堂（戸塚

町1―103）

【内容】講演「歴史文化と音楽について」、

フルート・バイオリン等による演奏会

【費用】2,000円（小学生までは無料）

※東京歴史まちづくりファンドへ寄付

します。

【申込み】往復はがきに代表者について4

面記入例のほか希望人数（5名まで）を記

入し、7月10日（消印有効）までに東京

都都市整備局緑地景観課（〒163-8001

西新宿2―8―1）（5388）3359へ。定

員200名。応募者多数の場合は抽選。

四谷ひろばパソコン教室

シニアのためのスマホ講座

【日時】8月20日午後1時～5時30分

【費用】3,000円（教材費等）

【会場・申込み】往復はがきに4面記入例

のほか開催月（8月）を記入し、7月25日

（消印有効）までに四谷ひろば「パソ

コン教室」係（〒160-0004四谷4―20）

へ。先着15名。申し込みが3名に満たな

い場合は中止します。

【問合せ】四谷ひろば運営協議会・鈴木

080（5451）0006へ。

女性のためのHIV・性感染症検査

　女性を対象に、匿名・無料で検査を実

施します。感染の可能性があった日か

ら60日以上経過してから受けてくだ

さい。結果は口頭でお伝えし、証明書等

は発行しません。

【日時】検査…8月1日、結果…8月

8日、いずれも受け付けは午後1時30

分～3時

【会場】新宿区保健所健診会場（西新宿

7―5―8、新宿都税事務所1階）

【検査内容】HIV（エイズ）・梅毒・クラミ

ジア・Ｂ型肝炎ウイルス

【申込み】電話で保健予防課予防係（第2

分庁舎分館1階）（5273）3859へ。

6月の新宿区の人口
１日現在

（増減は前月比）

住民基本台帳人口 348,608人（196人減）

世帯数 222,057世帯（289世帯減）

日本人 外国人

人口計
305,378人
（138人増）

43,230人
（334人減）

男
152,692人
（81人増）

22,051人
（248人減）

女
152,686人
（57人増）

21,179人
（86人減）

区の業務に関する

苦情をお聴きします 区区民民のの声声委委員員会会
　区民の声委員会は、3人の委員が

区の業務に関する苦情を第三者的

な立場から公正・中立に処理する機

関です。プライバシーの保護には特

に配慮していますので、安心してご

相談ください。

【問合せ】区民の声委員会（〒160-

8484歌舞伎町1―5―1、第1分庁舎2

階）（5273）3508へ。

【申し立てができる方】個人・法人・そ

の他の団体で、区の機関の業務の執

行等に関する事項や職員の行為に直

接的かつ具体的に利害関係のある方

【申し立ての方法】苦情申立書を同委

員会へ郵送または直接、お持ちくだ

さい。申立書は同委員会で配布して

いるほか、新宿区ホームページから

取り出せます。

※ほかの救済制度がある場合や一

定期間を経過している事項などの

場合には、申し立てができないこと

があります。

【受付日時】月～金曜日（祝日等を除

く）午前9時～12時・午後1時～5時

★30年度の苦情申し立て・相談等の状況

　受け付け件数は49件でした（下

表）。受け付け件数のうち、苦情申立

書による申し立ては「転入時におけ

る住民票氏名の字体の取り扱いにつ

いて」等12件でした。

※運営状況報告書は、同委員会・区政

情報課（本庁舎3階）・区政情報センタ

ー（本庁舎1階）・区立図書館で閲覧で

きるほか、新宿区ホームページでご

覧いただけます。

苦情申立書による申し立て 12件

調査結果

通知書を

送付した

もの

苦情申し立ての
趣旨に沿ったもの

0件

行政への要望事項が
あるもの

1件

行政の対応に不備が
なかったもの

6件

調査しない旨を通知したもの 5件

調査等継続中のもの 0件

電話・来所による苦情・相談等 27件

区民の声委員会の所管外・
その他のもの

10件

計 49件

■高齢者総合相談センター…保健師・社

会福祉士等の資格を持つ職員による相談

■在宅医療相談窓口…看護師による在

宅療養に必要な医療等の相談

【問合せ】健康づくり課在宅医療支援係

（5312）9925へ。

■がん療養相談窓口…保健師・看護師に

よるがんの治療や療養生活の相談

【問合せ】がん療養相談窓口（暮らしの保

健室、戸山2―33、戸山ハイツ33号棟

125）（3205）3114（祝日等を除く月～金

曜日午後1時～4時、第4土曜日（祝日の場合

は第3土曜日）午前10時～午後1時30分）へ。

■在宅歯科相談窓口…ご自宅を訪問し、

入れ歯を作ったり、口腔ケアの仕方を指

導する歯科医師等を紹介

【問合せ】新宿区歯科医師会（3200）

5064、新宿区四谷牛込歯科医師会

（3356）6367（いずれも祝日等を除く

月～金曜日午後1時～5時）へ。

　在宅療養の相談窓口、訪問診療を実施する診

療所・歯科診療所等の医療関係機関、介護関係機

関の情報などを紹介しています。

【配布窓口】高齢者総合相談センター、在宅

医療相談窓口（四谷三栄町10―16、四谷保健セン

ター等複合施設4階）、地域センター、保健セン

ター ほか

【問合せ】健康づくり課在宅医療支援係（四谷三

栄町10―16、四谷保健センター等複合施設4階）

（5312）9925へ。

在宅療養に関する相談窓口のご案内

住住みみ慣慣れれたた地地域域でで安安心心ししてて療療養養すするるたためめにに

在在宅宅医医療療・・介介護護支支援援情情報報22001199

のの活活用用をを
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