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講座「多文化・異文化を 

理解しよう EU編」 

【日時】9月7日㈯午後2時～3時30分
【内容】EU諸国と日本の文化・習慣の違い
を、具体例を交えて解説（講師は下田眞平／
東京オリンピック・パラリンピック藤沢
市都市ボランティアリーダー）

【会場・申込み】8月17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20名。

行政書士無料法律相談会

　行政書士が相続・就労問題等の法律相

談に個別に応じます。
【日時】9月13日㈮午後6時から・午後6
時45分から・午後7時30分から

【協力】東京都行政書士会
【会場・申込み】8月17日㈯から電話ま
たは直接、下落合図書館（下落合1―9
―8）☎（3368）6100へ。各回先着1名。

児童向けイベント 

きみのとなりのふしぎなせかい 

【日時】9月8日㈰午前10時～午後5時
【対象】小学生までのお子さんと同伴
者、40名程度（入退場自由）

【内容】紙芝居・ペープサート劇・絵本の読
み聞かせ・折り紙・ぬり絵、おはなし会ほか

【主催】早稲田大学児童文学研究会

【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（大久保3―1―1）☎（3364）1421へ。

大人のための工作会 

● 2020年オリジナル手帳作り
【日時】9月14日㈯午後1時～4時
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―101）
【対象】高校生以上、20名
【講師】野田道雄（フリー編集者）
【申込み】8月17日㈯から電話または直
接 、戸山図書館（ 戸山 2 ― 1 1 ― 1 0 1 ）
☎（3207）1191へ。先着順。

中町シネマ 

【日時】9月16日㈷午後2時～3時50分
【会場】中町地域交流館（中町25）

【上映作品】「カサブランカ」（英語音
声・日本語字幕）

【申込み】8月17日㈯から電話で中町図
書館☎（3267）3121へ。先着20名。

トークイベント「ダナンから出

かけましょう」 

● ベトナム中部・世界遺産の旅
【日時】9月21日㈯午後2時～3時30分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）

【講師】フォンチー（タレント）
【申込み】8月17日㈯から電話または直
接、北新宿図書館（北新宿3―20―2）
☎（3365）4755へ。先着50名。

【申込み】▶区内在住の方、東日本
大震災・熊本地震被災地（岩手県・
宮城県・福島県・熊本県）在住の方
の先行申し込み…8月22日㈭～9
月6日㈮、▶一般申し込み…ハーフ
は、9月8日㈰・9日㈪に、ホームぺー
ジ（㋭https://www.sportsentry.
ne.jp/）から（9日㈪は電話☎0570

（039）846でも申し込み可）、その
他種目は9月17日㈫～10月31日
㈭に電話かインターネットでお申
し込みください。いずれも先着順

（一般申し込みは、ファミリーマー
トのFamiポートでも申し込み可）。募集案内は、8月20日㈫から新宿コズミックセン
ター（大久保3―1―2）等で配布します。

【問合せ】同実行委員会事務局（新宿未来創造財団内）☎（3232）7701、IDの部は、
日本知的障がい者陸上競技連盟事務局☎080（4429）1672へ。

はじめてのおしばい 

● チリンとドロンのコンサート
【日時・対象】9月22日㈰、▶①午前11
時～11時40分…3歳までのお子さん
と保護者、▶②午後2時～2時40分…未
就学児と保護者、各回80名（いずれも
開始15分前開場、②は小学生対象のお
はなし会を別室で実施（10名））

①調理ワークショップ
　「内藤とうがらし タコス」
　内藤家下屋敷で栽培が始まり、江戸の名
物となった「内藤とうがらし」を使います。

【日時】9月28日㈯午前10時30分～午後2
時（午前10時15分開場）

【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】15歳以上、20名
【講師】宮崎里恵（料理研究家）、成田重行
（内藤とうがらしプロジェクト代表）
【持ち物】エプロン、三角巾、飲み物
②まち歩きワークショップ1
　「地形から見る四谷の今昔 Part.5」
　江戸城外濠の水源にも利用された、紅
葉川水系の源流や支流を訪ねます。

【日時】10月5日㈯午後1時45分に四谷区民
センター1階ピロティ（内藤町87）集合、4時
30分に四谷三丁目駅周辺で解散（小雨実施）

【対象】中学生以上、20名
【講師】皆川典久（東京スリバチ学会会長）
③歴史講座「江戸の上水を学ぶ」
　玉川上水など江戸の上水を学びます。

【日時】11月2日㈯午後2時～4時（午後1時
45分開場）

【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】15歳以上、40名

【講師】髙橋和雄（紀伊國屋書店出版「新宿
学」著者）
④まち歩きワークショップ2
　「新宿御苑ぶらり」
　開苑70周年を迎えた新宿御苑の歴史
を、講座と現地見学で学びます。

【日時】11月9日㈯午前9時30分に四谷地
域センター（内藤町87）に集合、午後0時
45分に新宿御苑で解散（小雨実施）

【対象】中学生以上、20名
【講師】本荘暁子（国民公園協会新宿御苑）
【費用】入園料500円（65歳以上・学生は
250円、中学生までは無料）
⑤「よつば」で辿る四谷と内藤新宿
　四谷図書館広報紙「よつば」のイラストの
原画や、同紙で取り上げている図書・視聴覚
資料を展示します（展示資料は貸し出し可）。

【展示期間】9月24日㈫～11月10日㈰（休館
日を除く）

【会場】四谷図書館
………<①～⑤共通>………

【申込み】▶①②④は8月17日㈯～9月14日
㈯に電話または直接、四谷図書館（内藤町
87）☎（3341）0095へ。応募者多数の場合
は抽選し、9月26日㈭までに当選した方に
のみ連絡します。▶③は8月17日㈯から電
話または直接、四谷図書館へ。先着順。▶⑤
は当日直接、会場へ。

目標（対象）
平成28年

1月末
（基準値）

平成31年
3月末

令和元年度　目標値
（令和2年3月末）

策定当初目標値 見直し更新後

区立図書館の子ども
の延べ利用人数の増
加（区内在住の貸出
利用者の延べ数）

小学生以下 101,517人 147,234人 102,000人 160,043人

中学生 12,788人 16,963人 14,500人 17,912人

高校生等 7,275人 8,447人 7,600人 8,793人

合計 121,580人 172,644人 124,100人 186,748人

区立図書館における
子どもの年間貸出数
の増加（区内在住者
による個人貸出の延
べ数）

小学生以下 375,274冊 470,549冊 384,500冊 495,958冊

中学生 32,869冊 37,698冊 37,500冊 38,678冊

高校生等 16,833冊 15,650冊 17,600冊 17,600冊

合計 424,976冊 523,897冊 439,600冊 552,236冊

区立図書館における
団体貸出冊数の増加

区内の公立・
私立の幼稚
園、保 育 園、
子ども園、児
童 館、小・中
学校等

47,735冊 64,686冊 57,000冊 69,186冊

区立図書館における
団体貸出の利用率の
増加

71.9% 73.6% 75%

区立小・中学校の児
童・生徒の不読者率
の 減 少（1か 月 に1冊
も本を読んでいない
児童・生徒の割合）

小学生 0.1% 0.1% 2％以下 0.1%以下

中学生 0.9% 0.1% 5％以下 0.1%以下

　第四次新宿区子ども読書活動推進計画では、子どもの読書活動について5つの
数値目標を定めています。平成30年度実績を報告します。なお、策定当初の令和元
年度目標値を超えた数値目標は、目標値を見直し、更新します。

【問合せ】こども図書館（大久保3―1―1、中央図書館内）☎（3364）1421へ。

「思春期の子どもと向き合う」

連続講座・シンポジウム コース 日時 会場

午前 9月5日㈭、10月3日㈭、11月7日㈭、12月5日㈭、
令和2年1月9日㈭午前9時20分～11時50分

落合第二地域センター
(中落合4ー17ー13)

午後 9月13日㈮、10月11日㈮、11月8日㈮、12月13
日㈮、令和2年1月10日㈮午後1時30分～4時

四谷地域センター
(内藤町87)

夜間 9月11日㈬、10月9日㈬、11月13日㈬、12月11日
㈬、令和2年1月8日㈬午後6時30分～9時

牛込簞笥地域センター
(簞笥町15)

土曜 9月7日㈯、10月5日㈯、11月2日㈯、12月7日㈯、
令和2年1月11日㈯午後1時30分～4時

戸塚地域センター
(高田馬場2ー18ー1)

◎「思春期の子どもと向き合う」シンポジウム（各コース
共通）令和2年2月8日㈯午後1時30分～4時30分

戸塚地域センター
(高田馬場2ー18ー1)

学校名 学校公開期間
津久戸小学校（津久戸町2-2）
☎（3266）1601

9月13日㈮・14日㈯、令和2年2月22日
㈯

江戸川小学校（水道町1-28）
☎（3266）1602

9月6日㈮・7日㈯、11月30日㈯、令和2
年1月23日㈭･2月25日㈫

市谷小学校（市谷山伏町1-3）
☎（3266）1603

9月12日 ㈭ ～14日 ㈯、10月19日 ㈯、
令和2年1月25日㈯

愛日小学校（北町26）☎（3266）1604 9月12日㈭～14㈰㈯、令和2年1月25日㈯
早稲田小学校（早稲田南町25）
☎（3205）9501 9月6日㈮・7日㈯、令和2年2月8日㈯
鶴巻小学校（早稲田鶴巻町140）
☎（3205）9502

9月5日㈭・6日㈮、9月21日㈯、令和2
年1月18日㈯

牛込仲之小学校（市谷仲之町4-33）
☎（3358）3762

9月2日㈪～4日㈬、10月5日㈯、令和2
年2月8日㈯

富久小学校（富久町7-24）
☎（3358）3763

9月14日㈯、10月10日㈭～12日㈯、令
和2年1月18日㈯

余丁町小学校（若松町13-1）
☎（3205）9503

9月12日㈭～14日㈯、令和2年1月18
日㈯

東戸山小学校（戸山2-34-2）
☎（3205）9504

9月12日 ㈭ ～14日 ㈯、11月16日 ㈯、
令和2年1月18日㈯

四谷小学校（四谷2-6）
☎（5369）3776

9月13日㈮・14日㈯、10月27日㈰、令
和2年2月8日㈯

四谷第六小学校（大京町30）
☎（3358）3767 10月19日㈯～24日㈭

学校名 学校公開期間
花園小学校（新宿1-22-1）
☎（3353）8276

9月10日㈫～12日㈭、10月26日
㈯

大久保小学校（大久保1-1-21）
☎（3205）9506

9月12日㈭～14日㈯、令和2年2
月29日㈯

天神小学校（新宿6-14-2）
☎（3358）3769

9月13日㈮・14日㈯、11月9日㈯、
令和2年1月18日㈯

戸山小学校（百人町2-1-38）
☎（3205）9507

8月31日㈯、9月2日㈪・3日㈫、令
和2年2月7日㈮・8日㈯

戸塚第一小学校（西早稲田3-10-12）
☎（3205）9508

10月17日㈭～19日㈯、令和2年1
月18日㈯

戸塚第二小学校（高田馬場1-25-21）
☎（3205）9509

9月9日㈪～11日㈬、令和2年1月
25日㈯

戸塚第三小学校（高田馬場3-18-21）
☎（3227）2101

9月14日㈯・17日㈫・18日㈬、令
和2年1月16日㈭～18日㈯

落合第一小学校（中落合2-13-27）
☎（3565）0940

10月3日㈭～5日㈯、令和2年2月
8日㈯

落合第二小学校（上落合2-10-23）
☎（3227）2102

9月14日㈯・18日㈬・19日㈭、令
和2年2月8日㈯

落合第三小学校（西落合1-12-20）
☎（3565）0941

9月19日㈭～21日㈯、令和2年1月
25日㈯

落合第四小学校（下落合2-9-34）
☎（3565）0942

10月3日㈭～5日㈯、令和2年2月
15日㈯

落合第五小学校（上落合3-1-6）
☎（3227）2103

9月19日㈭～21日㈯、令和2年1
月17日㈮・18日㈯

落合第六小学校（西落合4-11-21）
☎（3565）0943

9月12日㈭～14日㈯、令和2年2月
29日㈯（オープンキャンパス）

淀橋第四小学校（北新宿3-17-1）
☎（3227）2105

9月26日 ㈭ ～28日 ㈯、11月9日
㈯、令和2年1月17日㈮・18日㈯

柏木小学校（北新宿2-11-1）
☎（3227）2104

9月26日㈭～28日㈯、令和2年2
月7日㈮・8日㈯

西新宿小学校（西新宿4-35-5）
☎（3373）6031

9月5日 ㈭ ～7日 ㈯・令 和2年1月
24日㈮・25日㈯

西戸山小学校（百人町4-2-1）
☎（3227）2107

9月5日 ㈭ ～7日 ㈯、令 和2年1月
17日㈮・18日㈯

区立小学校一斉学校公開
令和2年4月に入学する新1年生と保護者の皆さまへ

８月は２５日 第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

　日程は下・右表のとおりです。どなたでも見学できます（原則
として、授業時間内）。当日直接、各校へおいでください。令和2
年4月に入学する新1年生には、学校の特色などをまとめた冊子
を8月下旬に配布予定です。

【問合せ】学校運営課学校運営支援係（第1分庁舎4階）☎（5273）
3089へ。

◆住民記録　▶転入・転出・転居・世帯変更
の届出（国外からの転入は取り扱いませ
ん）、▶マイナンバーカード（個人番号カー
ド）・住民基本台帳カードによる転入届出

（事前に前住所地でカードによる転出届出
をする必要があります）、▶外国人住民の住
居地届（在留カードまたは特別永住者証明
書（在留カード等へ切り替える前の方は外
国人登録証明書）が必要）、▶住民票の写し、
住民票記載事項証明書の交付（請求できる
のは、ご本人か同一世帯の家族のみ。広域交
付住民票の写しは発行できません）、▶不在
住証明書の交付、▶印鑑登録申請・廃止の届
出、▶印鑑登録証明書の交付（印鑑登録証

（カード）が必要）、▶自動交付機の利用登
録申請、▶通知カードの申請、▶マイナンバー
カード（個人番号カード）の交付、▶マイナン
バーカード（個人番号カード）への電子証明書
の申請、▶特別永住者に関する申請等

【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎
1階）☎（5273）3601へ。
◆戸籍　▶戸籍届書の預かり（届書の内
容確認等は翌開庁日に行います）、▶埋火

葬・改葬許可証、区民葬儀券の交付、▶戸
籍・除籍・改製原戸籍謄抄本、戸籍・除籍全
部（個人）事項証明書、戸籍の附票の写し
の交付（請求できるのは、その戸籍に記載
されている方とその配偶者、直系血族（関
係が確認できる戸籍等が必要）のみ）、
▶身分証明書、不在籍証明書の交付

【問合せ】戸籍住民課戸籍係（本庁舎1
階）☎（5273）3509へ。
◆国民健康保険　▶加入・脱退の届出

【問合せ】医療保険年金課国保資格係（本庁
舎4階）☎（5273）4146 へ。
◆区税　▶課税（非課税）・納税証明書の
交付（申告等により税情報がある方のみ）

【問合せ】税務課収納管理係（本庁舎6
階）☎（5273）4139へ。
国民健康保険料休日納付相談・
児童扶養手当現況届の窓口を開設
● 国民健康保険料の納付相談
　電話での相談も受け付けます。

【開設時間】午前9時～午後4時30分
【会場・問合せ】医療保険年金課納付相談
係（本庁舎4階）☎（5273）3873・☎（5273）
4530へ。
● 児童扶養手当現況届の受け付け
　未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金の受け付け、ひとり親
家庭向けの相談も実施します。

【開設時間】午前9時～午後5時
【会場・問合せ】子ども家庭課育成支援
係（本庁舎2階）☎（5273）4558へ。

【問合せ】戸籍住民課調整係（本庁舎1階）☎（5273）4348へ。

【会場】榎町地域センター（早稲田町
85）

【申込み】往復はがきに2面記入例のほか
希望時間（①②の別）、保護者の参加人数

（2名まで）、お子さんの参加人数・月齢・
年齢、おはなし会に参加希望の方はお子
さんの氏名・学年を記入し、8月31日（必
着）までにNPO法人あそびと文化の
NPO新宿子ども劇場（ 〒162-0853
北山伏町2―17、ゆったりーの共同事
務所）☎（5261）8696へ。応募者多数の
場合は抽選。

講座「東京の木でサイコロを作って、

SDGsのすごろくで遊ぼう」 

● 新宿消費生活センター委託
　親子講座

【日時】8月25日㈰午後1時30分～3時30分
【会場】新宿消費生活センター分館（高
田馬場1―32―10）

【対象】区内在住・在勤の小学生と保護者、
12組（きょうだいを連れての参加も可）

【申込み】8月23日㈮までに新宿区消費者
団体連絡会・小野☎080（3367）7268へ。

クラシックコンサート＆ 

健康講座 

【日時・内容】8月23日㈮▶午後0時30分～1
時10分…クラシックコンサート（曲目は
モーツアルト「トリビュート」ほか）、▶午後
1時15分～2時…健康講座「味覚障害と亜鉛
欠乏」（講師は古宇田寛子／大久保病院医師）

【会場・申込み】当日直接、東京都健康プ
ラザハイジア（歌舞伎町2―44―1）へ。

【問合せ】地域コミュニティ課管理係
（本庁舎1階）☎（5273）3519へ。

怪談話 

【日時】8月25日㈰午後2時～4時30分
【対象】区内在住・在勤・在学の方、80名
【朗読】あるていすと（戸山朗読会）
【会場・申込み】当日直接、大久保地域
センター（大久保2―12―7）☎（3209）
3961へ。先着順。

タイムカプセル郵便わかまつ 

ポスト＆鉄腕アトム撮影会 

　若松町特別出張所等で配布している
はがき（切手不要）で、1年後の自分や大
切な人へのメッセージを8月31日㈯ま
でに提出した方は、「新宿未来特使鉄腕
アトム」との撮影会（午前11時から・午後
1時から・午後3時から）に参加できます。
　当日は、絵手紙教室等も開催します。

【日時】8月31日㈯午前10時～午後4時
【会場・申込み】当日直接、若松地域セン
ター（若松町12―6）へ（取材・撮影あり）。

【問合せ】若松町特別出張所☎（3202）
1361へ。

手ぶらで書道体験 

【日時】9月5日㈭午後1時～4時で随時
（受け付けは午後3時30分まで）
【対象】小学生以上
【費用】100円（材料費等）
【会場・申込み】当日直接、区民ギャラ
リー（西新宿2―11―4、新宿中央公園
内）☎（3348）6277へ。

地域を識
し

る勉強会 

【 日 時 】9月7日 ㈯ 午 後2時 ～3時30分
（午後1時30分開場）
【内容】講座「遺跡から見た四谷の今昔」
【会場･申込み】当日直接、新宿歴史博物
館（四谷三栄町12―16）へ。先着50名。

【問合せ】四谷地区協議会（四谷特別出
張所内）☎（3354）6171へ。

新宿NPO活動基礎講座 

● 助成金獲得のポイント
【日時】9月19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、活
動資金確保にお悩みの方、20名

【費用】1,000円（資料代等）
【会場・申込み】8月17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・㋫（5386）1318・㋱hiroba@s- 
nponet.netへ。先着順。

囲碁大会 

● 無差別戦・有段戦・級位戦
【日時】9月22日㈰午前9時30分～午後2時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、各8名
【費用】500円（昼食代等）
【会場・申込み】8月17日㈯から事前に費用
をお持ちの上、大久保地域センター（大久
保2―12―7）☎（3209）3961へ。先着順。

初心者アーチェリー教室 

【日時】8月27日～9月17日の火曜日午
後7時30分～9時、9月21日㈯午後1時
～3時、全5回

【会場】新宿スポーツセンター（大久保
3―5―1）

【対象】区内在住・在勤の15歳以上、10名
【費用】4,000円（貸し弓具代・保険料等）
【申込み】往復はがきに2面記入例のほか
年齢・性別を記入し、8月20日㈫（消印有効）
までに区アーチェリー協会・清原通雄

（〒160―0022新宿6―23―2）☎（5998）
7528へ。応募者多数の場合は抽選。同協
会ホームページ（㋭http://shinjuku-
archery.com/）からも申し込めます。

種目・部門 参加料

ハーフマラソン
陸連・一般・ⅠD 7,000円
エントリー協賛 30,000円

10㎞ 陸連・一般・ⅠD 4,500円

健
康
マ
ラ
ソ
ン

3㎞
一般 1,500円
中学生 1,000円

2㎞ 小学生 1,000円

ファミリー 
ラン

保護者＋子ども1人 1組1,500円
保護者＋子ども2人 1組2,000円

ファンラン 1,000円
スペシャルラン（野球場内150ｍ）
小学生・70歳以上・障害者対象 500円

ひよこ（野球場内42.195ｍ）
未就学児と保護者対象 1組500円

※支払手数料は別途参加者負担です。

【日時・会場・コース】右表のとおり
【対象】区内在住・在勤・在学で、思春期のお子さんの保
護者ほか、各コース20名

【費用】2,500円（シンポジウムを含む6回分）
【申込み】電話でOJDサポートセンター☎（5348）
6996へ。

【 区 の 担 当 課 】子 ど も 家 庭 支 援 課 子 育 て 支 援 係
☎（3232）0695 ※上記公開期間以外を希望する場合は、各校へお問い合わせください。

内藤新宿を愉しむ

【開設時間】午前9時～午後5時
【開設場所】区役所本庁舎1階
※来庁の際は、本庁舎1階の出入口をご利
用ください。
⃝取り扱い事務と注意事項
　下記事務以外は取り扱っていません。必
要書類・本人確認書類等を事前に必ず担当
係へお問い合わせの上、おいでください。

江戸川河川敷グラウンド抽選会

　同グラウンド（埼玉県三郷市市助地先）
の10月～12月、令和2年3月利用分の抽選
を行います（令和2年1月・2月は利用不可）。
施設の利用には、事前に団体登録が必要
です。詳しくは新宿未来創造財団ホーム
ページ（㋭https://www.regasu-shinjuku.
or.jp/?p=147300）でご案内しています。

【日時】8月28日㈬午前11時から（受け
付けは午前10時30分から）

【会場】新宿コズミックセンター（大久
保3―1―2）

【対象】区内在住・在勤の方10名以上で
構成する団体（代表者は20歳以上）
※その他の団体は、空きがある場合、9月10
日㈫以降、利用日の5日前までに同セン
ターで先着順で利用申請を受け付けます。

【問合せ】新宿未来創造財団施設課（新
宿コズミックスポーツセンター内）
☎（3232）7701へ。

区立障害者生活支援センター指定

管理者選定公開プレゼンテーション

【日時】9月3日㈫午後2時～3時
【申込み】当日直接、戸塚地域センター
（高田馬場2―18―1）へ。
【問合せ】障害者福祉課事業指導係（本
庁舎2階）☎（5273）4253へ。

子どもの読書活動達成状況

図 書 館 の お 知 ら せ

住民票・税証明等のコンビニ交付サービスを休止します

同時開催
第5回日本ⅠDハーフマラソン選手大会イベント・講座

8月24日㈯

令和2年1月26日㈰
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