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経営体験ゲーム研修

企業で働く方向け

【日時・内容・対象】①8月16日、②

10月3日…いい会社づくり体験研

修（役職は問いません）、③9月13日

…生産性向上体験研修（管理職以

上向け）、いずれも午後1時30分～5

時30分（受け付けは午後1時15分か

ら）

【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新

宿6―8―2）

【申込み】8月7日からファックスか

電子メール（3面記入例のほか会社名、

役職を記入）で①は8月9日、②は9

月26日、③は9月6日までに同事

業事務局（マンパワーグループ㈱内）

（3342）5554・syokuba-kaizen-

shinjuku@manpower.co.jpへ。各

回先着5名。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】消費生活就労支援課消費生

活就労支援係（5273）3925へ。



土曜日夜間や

日曜日・祝日に

急病になったら

野菜に首ったけ！

夏夏野野菜菜たたっっぷぷりりレレモモンンススーーププ

経営・仕事のスキルアップを応援します

3R講座「私たちの古着が活用され

ている国内外の現場を知ろう」

【日時】9月2日午後1時30分～3時

【会場・申込み】往復はがきかファックス・

電子メール（3面記入例のとおり記入）で8

月24日（必着）までに環境学習情報センタ

ー（〒160-0023西新宿2―11―4、新宿中

央公園内）（3348）6277・（3344）4434・

info@shinjuku-ecocenter.jpへ。定

員30名。応募者多数の場合は抽選。

アクリル毛糸で

エコタワシを編もう

【日時】9月3日午前10時～12時

【対象】小学生以上、15名

【費用】100円（材料費）

【会場・申込み】往復はがきに3面記入例

のほか編み物の経験の有無を記入し、

8月20日（必着）までに区民ギャラリー

（〒160-0023西新宿2―11―4、新宿中

央公園内）（3348）6277へ。応募者多

数の場合は抽選。定員に空きがある場

合は、8月21日以降も電話で先着順

で受け付けます。

ゴーヤーサロン

みどりのカーテンプロジェクト

【日時】9月8日午後1時30分～3時

【内容】育てるコツとおいしい食べ方

【会場・申込み】往復はがきかファックス・

電子メール（3面記入例のとおり記入）で

8月31日（必着）までに環境学習情報セン

ター（〒160-0023西新宿2―11―4、新

宿中央公園内）（3348）6277・（3344)

4434・ info@shinjuku-ecocenter. jp

へ。定員15名。応募者多数の場合は抽選。

実践講座「まちの居場所づくり

をはじめよう」

　地域の方が集える居場所の意義や運

営について学びます（全6回）。

【日時・会場・内容】講義…9月13日・

20日・27日、10月25日／区社会

福祉協議会（高田馬場1―17―20）、10

月17日／戸塚地域センター（高田馬

場2―18―1）、いずれも午後1時30分

～4時、見学…9月下旬～10月中旬の

うち1日（見学先は複数の会場から選択）

【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名

【申込み】電話かファックス（3面記入例の

とおり記入）で8月23日までに、区社会

福祉協議会（5273）9191・（5273）

3082へ。応募者多数の場合は抽選。

おとめ山公園自然観察会

「昆虫を観察しよう！」

【日時】8月18日午前9時～11時

【会場】おとめ山公園（下落合2―10）。雨

天時は戸塚地域センター（高田馬場

2―18―1）

【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名

（小学3年生までは保護者同伴）

【申込み】往復はがきかファックス（3面

記入例のほか小学3年生までは保護者

氏名を記入）で、8月13日（必着）までに

みどり公園課みどりの係（〒160-8484

歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）（5273）

3924・（3209）5595へ。応募者多数の

場合は抽選。

平成30年度産業振興施策の

実施状況を8月13日に公表

公表する主な産業振興施策等

中小企業活性化支援、地場産業支

援、商店街活性化支援、産業振興施

設、産業関連情報の発信

中小企業向け制度融資実施状況（一部）

融資資金の貸し付け（紹介）…720件・

57億5,067万7,000円、利子補給…

3,485件・1億2,513万9,789円、信用

保証料補助…366件・3,286万9,665円

【問合せ】産業振興課産業振興係（西新

宿6―8―2、BIZ新宿 4階）（3344）

0701へ。詳しい公表内容は、同係・区政

情報センター（本庁舎1階）・区立図書館

等で閲覧できるほか、新宿区ホームペ

ージでご覧いただけます。

商談力向上セミナー

　今年度実施予定の「イチオシ商品商

談会in新宿」についても説明します。

【日時】9月6日午後2時～3時30分

【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新

宿6―8―2）

【内容】バイヤーとの商談のポイントと

アフターフォロー（テレフォンアポ

イントメント）ほか（講師は川﨑悟／

合同会社セールス・トータルサポー

ターズ代表社員）

【申込み】8月7日～9月3日に、所

定の参加申込書をファックスで産業

振興課産業振興係（3344）0701・

（3344）0221へ。先着50名。参加申

込書は新宿区ホームページから取り

出せます。

都市計画原案の説明会・縦覧

神楽坂三・四・五丁目地区地区計画

◎説明会

【日時】8月21日午後2時～3時

【会場・申込み】当日直接、牛込笥地域

センター（笥町15）へ。

◎縦覧・意見書の提出

　地区内の土地・建物の所有者または

一定の利害関係がある方は、意見書を

提出できます。

【縦覧期間】8月23日～9月6日

【意見書の提出期間】8月23日～9月

13日

【縦覧場所・意見書の提出先】景観・まち

づくり課（〒160-8484歌舞伎町1―

4―1、本庁舎8階）（5273）3569へ。

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきの場

合は、返信用にも

住所・氏名）

はがき・ファックスの記入例

講座・

催し等の

申し込み

※往復はがきは、各記事

で指定がある場合のみ。

※費用の記載のないも

のは、原則無料。

働きたい女性とシニアの就職を応援します

留学生等の採用支援事業

企業向けセミナー

【日時】8月22日午後2時～5時（受け付

けは午後1時30分から）

【会場】若松地域センター（若松町12―6）

【対象】区内中小企業の経営者・採用担当

ほか、20名

【内容】中小企業における外国人材の活用

事例、在留資格の申請事例ほか

【申込み】電話か電子メール（3面記入例のほ

か会社名・役職、メールアドレスを記入）で

同事業事務局（㈱パソナ内）（6734）1272・

workinshinjuku@pasona.co.jpへ。先

着順。㈱パソナホームページ（https://

job-haku.com/workinshinjuku/com

pany-entry/）でもご案内しています。

【問合せ】消費生活就労支援課消費生活就

労支援係（5273）3925へ。

簿記3級試験対策講座

【日時・クラス】日曜クラス…9月15日～

11月3日の日曜日午前10時～午後4時20

分（1日2講義）、火・金クラス…9月17日～

11月8日の火・金曜日午後7時～9時40分

（10月22日は午後2時～4時40分）、各クラス

全16回（いずれのクラスも、11月10日午

前9時～午後0時30分に公開模試を実施）

【会場】資格の大原新宿校（西新宿1―6―

1、新宿エルタワー）

【対象】区内在住で中小企業に勤める方・区

内の中小企業に勤める方、2クラス合わ

せて30名

【費用】5，000円（テキスト代含む）

【申込み】はがきに3面記入例のほか希望ク

ラス、勤務先の名称・所在地・電話番号を記

入し、8月14日（必着）までにぱる新宿（〒

160-0022新宿7―3―29、勤労者・仕事支

援センター勤労者サービス課）（3208）

2311へ。応募者多数の場合は抽選し、結

果を8月21日までにお知らせします。

8月6日午前8時15分…広島に原爆投下

8月9日午前11時2分…長崎に原爆投下

8月15日正午…戦没者の追悼

　戦争で亡くなられた方々を追悼し、世界の恒久平

和の実現を願って1分間の黙とうをお願いします。

【問合せ】総務課総務係（本庁

舎3階）（5273）3505へ。

黙黙黙とととうううににに

ごごご協協協力力力ををを
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区民の皆さんの視

点で、一緒にガイ

ドブックを作成し

てみませんか

　区民の方にユニ

バーサルデザインを

知ってもらい、浸透

を図るため、身近な活用例やコミュニケ

ーションの方法等を紹介する冊子です。

全3回のワークショップを通して、ガイド

ブックを完成させます。

【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名程度

【テーマ・日程】みんなでつくる“おもい

やり”のまち…9月6日、11月11日、

令和2年1月15日、いずれも半日程度

（日程は変更する場合あり）

【会場】区役所第2分庁舎分館1階会議室ほか

【申込み】所定の申込書を8月23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・（3209）9227へ郵送（必着）・ファッ

クスまたは直接、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。応募者多数の場合は抽選。

女性の活躍推進企業サポート事業

　家庭と両立しながら復職を目指す

女性（住所・年齢不問）一人一人の条

件を踏まえ、復職まで丁寧にサポー

トします。

①女性再就職支援セミナー

　～あなたに最適な職場を見つけます

【日時】9月6日・11日・19日・24

日午前10時～午後0時30分

②求職者向け無料個別カウンセリング

【日時】9月9日～30日午前10時

～午後5時（土・日曜日、祝日を除く。1

人1時間程度）

【内容】仕事の探し方、自身の経歴の

振り返り、面接のアドバイスほか

………＜①②共通＞………

【会場】アデコ㈱（西新宿1―22―2、新

宿サンエービル）

【申込み】8月7日から電話で同事業

事務局（アデコ㈱内）（5326）2116

へ。①は各日先着30名、②は各日先

着6名（①に参加する方を優先）。

シニア生涯ワーキングセミナー

【日時】9月2日午後1時～3時45分

【会場】牛込笥地域センター（笥町15）

【対象】受講日時点で55歳以上の、就職を

希望する方・就職活動中の方、30名

【内容】ライフプランニング、シニア世代

の再就職の現状と考え方

【共催】新宿区

【申込み】8月7日から電話で同セミナー

専用ダイヤル（5843）7665（土・日曜日、

祝日等を除く午前9時～午後5時）へ。先着順。

新宿区高年齢者おしごと説明会・相談会

【日時】9月5日午後1時～4時（受け付け

は午後0時30分から）。入退場自由。

【対象】都内在住のおおむね55歳以上

【内容】小売・警備・家事代行等の企業担当者

との相談会、仕事体験コーナーほか

【会場・申込み】当日直接、牛込笥区民ホ

ール（笥町15）へ。

【問合せ】消費生活就労支援課消費生活就

労支援係（5273）3925へ。
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