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くらし    2・8面 イベント    4・5・6・8面

施設    6面

福祉    2・3・8面

こども・教育    4・5面
審議会    6面

保健・衛生    7面

▶10月から介護保険の利用
者負担額が変わります

▶大新宿区まつり協賛イベン
ト

▶10月から幼児教育・保育の
無償化が始まります

▶敬老会にご招待

▶友好提携都市 長野県伊那
市の秋の催し

▶インフルエンザ予防接種を
受けましょう

　ダンス、映画、グルメなど、新宿のまちを満喫できるイベントを実施します。
【問合せ】新宿まちフェス実行委員会事務局（新宿観光振興協会内）
☎（3344）3160・㋫（3344）3190へ。公式ホームページ（㋭https://www.
kanko-shinjuku.jp/）でもご案内しています。

※雨天時は各会場のイベント内容により変更・中止の場合があります。

　子どもから大人まで楽しめる新宿
区最大の区民まつりです。親子で参
加できる催しが盛りだくさんです。

※雨天時の開催情報は、10月19日㈯午前9時～午後5時・20日㈰午前7時～午後
4時に☎0８0（43８1）4629（ふれあいフェスタ専用携帯電話）でご案内します。
※内容は変更する場合があります。

【時間】午前10時～午後4時
【会場】都立戸山公園（大久保地区）
　　　新宿スポーツセンター（大久保３－５－1）

10月20日㈰

▶オープニングセレモ
ニー、▶鉄炮組百人隊発射
演武、▶上落合餅つき唄、
▶民踊、▶和太鼓、▶ジャ
ズほか
★オープニングセレモニー
終了後、「やくどうの広場」
ステージ前でハーブ栽培セ
ットを差し上げます。午前
9時30分から整理券を配布
します（先着８00セット）。

ステージ

▶フワフワ（エアー遊具）、▶大道芸人
によるパフォーマンス、▶ミニSL、
▶パラスポーツ体験、▶オリンピック
開催地クイズラリー、▶子ども向けフ
ァッション体験コーナーほか

イベント

▶野点（のだて）、▶製本・染色体験、
▶木工教室、▶防災コーナー、▶縁台囲
碁・将棋、▶健康相談、▶地方特産品販
売、▶模擬店ほか

ブース出展

WORLD DANCE　STREET
　世界の踊りを通して、各国の魅力を分か
ち合います。

【会場】新宿通り（新宿アルタ前～伊勢丹新
宿店本館前付近）、新宿駅周辺特設ステージ

10月5日㈯正午～午後4時

新宿街バルウィーク
　新宿で人気の飲食店街で街
（まち）バルを開催します。参加
店では、食事やドリンクが通常
よりお得に楽しめます。

【会場】新宿三丁目周辺、新宿西
口思い出横丁、荒木町・舟町周
辺、新宿御苑前駅周辺、新宿ゴー
ルデン街

10月5日㈯～11月4日㉁ 10月4日㈮～26日㈯
新宿シネフィルプレミアム

　区内9つの映画館を会場に映画フェア
を実施します（チケット代が必要。料金
は上映内容により異なります）。
【会場】TOHOシネマズ新宿、新宿バル
ト9、新宿ピカデリー、K's cinema、シ
ネマート新宿、EJアニメシアター新
宿、テアトル新宿、新宿武蔵野館、新宿
シネマカリテ

【ふれあいフェスタ】
約70団体のブースが出展

第40回

10月1日～31日 楽しさ満開

大新宿区
まつり

　新宿の秋を彩る「大新宿区まつり」を今年も区内各所
で開催します。1面では、区が主催する２つのメインイ
ベントである新宿まちフェスとふれあいフェスタを、
５面では町内会や商店街などが開催する２9の協賛イベ
ントをご紹介します。
【問合せ】大新宿区まつり実行委員会事務局（第1分庁
舎6階、文化観光課文化観光係内）☎（5２73）4069・
㋫（3２09）1500へ。

ふれあい
フェスタ２０１９

【ふれあいフェスタ】鉄炮組百人隊のステージ【新宿まちフェス】タヒチアンダンス

【新宿まちフェス】ベリーダンス

【新宿まちフェス】
10月5日～11月4日に新宿街バルウィークを開催

【ふれあいフェスタ】ミニSL

【ふれあいフェスタ】新宿未来特使の鉄腕アトムも登場

住宅・まちづくり    2面



こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！
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チャドクガの幼虫は、春と秋にかけてツバ
キやサザンカに発生する黄褐色に黒い模様の
体長３cmくらいの毛虫（写真）です。毒針毛が
あり、毛に触れると激しいかゆみに襲われ発
疹ができます。下記のことに注意しましょう。
▶素手で触らない（幼虫の抜け殻や死骸を含む）
▶刺されたと感じたら、セロテープなどで毛
を取り除きせっけんでよく洗う
▶発疹がひどいときは皮膚科を受診する
▶市販の薬剤で幼虫を駆除する（各特別出張
所で噴霧器を貸し出しています）

【問合せ】みどり公園課みどりの係（本庁舎７
階）☎（５２７３）３９２４へ。

◆管理費等の滞納者に対する措置を定めていますか

　マンション管理費等の徴収は、マンションを適正に管理する上で重要で
す。滞納金が増えると、長期修繕計画で当初予定していた修繕工事が実施
できなくなるなど、建物の劣化を誘引する結果にもなります。
　滞納が大きな問題であることを区分所有者に認識してもらうために
も、可能な限り滞納者に対する措置の内容を管理規約に盛り込むことが
必要です。定めた措置の内容を区分所有者に周知し、滞納が発生した場合
は、放置せず迅速に取り組みましょう。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎７階）☎（５２７３）３５6７へ。

　「新宿区地域別防災マップ」「新宿区避難場所（広域）地図」などを8月下旬
から区内全世帯へ配布中ですが、一部の地域で遅れています。順次配布して
いますので、まだ届いていない場合は、今しばらくお待ちください。

【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎４階）☎（５２７３）３8７４へ。

【期間・内容】時間はお問い合わせください。
● 区民ギャラリー
▶４日㈮～10日㈭…のビル展（区立小学校図画工作作品）、
▶11日㈮～1４日㈷…新宿みんなのアート展（絵画・書・工
芸・写真・生け花）、▶16日㈬～1９日㈯…暮らしを彩る幸
染展２01９「豊か」さ、▶1７日㈭～1９日㈯…第９回水彩スケ
ッチ展東郷俊一郎スケッチ会「日本の古建築と北イタリ
アの旅」、▶２0日㈰～２４日㈭…第３３回新美連絵画展、▶２6
日㈯～11月10日㈰…新宿区環境絵画・環境日記展２01９
● 環境学習情報センター
▶９日㈬～1３日㈰…第1３回新宿絵手紙花の会展、▶1４
日㈷～1７日㈭…第1２回蒼柳俳画会展
※その他の期間は常設展示

【会場・問い合わせ】エコギャラリー新宿（西新宿２―
11―４）☎（３３４8）6２７７へ。

マイバッグをお持ちの上、当日直接、会場へおいでくだ
さい（オープニングセレモニーは午前10時４５分から）。

【主な内容】▶新宿「もったいない」でおもてなし！アジ
ェンダ（正午から）、▶ペットボトル・オーケストラミニ
コンサート（午後1時から）、▶もったいないトーク（午
後２時から）、▶新宿エコ自慢ポイントの受け付け、
▶区内小中学生のごみ減量絵画作品の展示、▶未利用
食品の受け付け（フードドライブ）、▶マイバッグ等が
もらえるクイズ・スタンプラリー（数に限りあり）ほか

【主催】新宿区３R推進協議会・新宿区
【問合せ】ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係（本
庁舎７階）☎（５２７３）３３18へ。

3R推進キャンペーンイベント
【日時】１０月１４日㈷午前１１時～午後４時
【会場】新宿駅西口広場イベントコーナー

チャドクガ（幼虫）に
ご注意ください

１０月から介護保険の利用者負担額が変わります

※支給限度額は単位で決められており、サービスの種類や
場所によって1単位当たりの金額は異なります。（表は1単位
当たり10円で計算した場合）
※介護予防・生活支援サービス事業対象者は、状態により、区が
必要と認める場合に、要支援2の支給限度額まで利用可能です。
※表は利用者負担割合が1割の場合の金額の目安です。2割・
３割の場合は、それぞれ表の金額の2倍・３倍とします。
※9月３0日までに要介護（支援）認定者、事業対象者に発行
する被保険者証には、支給限度額は改定前の単位で表示さ
れるため、10月以降は改定後の単位に読み替えてください。
なお、10月以降に発行する被保険者証は新たな単位で表示
されます。

サービスを利用したときに支
払う利用者負担の金額が変わり
ます。金額は、サービスの種類・内
容、サービス事業所の体制により
異なります。また、在宅でサービ
スを利用した場合の要介護（支
援）度ごとに1か月に利用できる
金額の上限（支給限度額）が、右表
のとおり引き上げられます（特定
福祉用具購入、住宅改修等は含み
ません）。

【問合せ】▶要介護・要支援認定
を受けている方…介護保険課給
付係☎（５２７３）４1７6、▶介護予
防・生活支援サービス事業対象
の方…地域包括ケア推進課介護
予防係 ☎（５２７３）４５68（いずれ
も本庁舎２階）へ。

要介護等
状態区分

支給限度額
（1か月）

利用者負担額
（1割の場合）の上限

事業対象者 50,３20円 5,0３2円
要支援1 50,３20円 5,0３2円
要支援2 105,３10円 10,5３1円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護３ 270,480円 27,048円
要介護4 ３09,３80円 ３0,9３8円
要介護5 ３62,170円 ３6,217円快適なマンションライフのために 16

女性の活躍推進企業サポート　

事業「復職応援フェアin新宿」

【日時】10月２日㈬午前10時～午後４時
（受け付けは午後３時３0分まで）
【対象】就職・復職を希望する女性
【内容】区内企業の採用担当者への質
問・相談、マザーズハローワーク東京の
相談コーナー
※面接を希望する方は、履歴書・職務経
歴書をお持ちください（服装自由）。

【参加企業】区内中小企業1７社程度（就
業先は区外の場合もあります）

【協力】ハローワーク新宿・マザーズハ
ローワーク東京

【会場・申込み】当日直接、区立産業会館
（BIZ新宿、西新宿6―8―２）へ。
【問合せ】同事業事務局（アデコ㈱内）
☎（５３２6）２116へ。

一日合同行政相談所を開設

　行政機関や行政相談委員等が、国の
仕事などに関する苦情・要望等の相談
に応じます（秘密厳守）。

【日時】10月３日㈭午前10時～午後４時
【相談内容】年金、保険、国税、登記、道
路、マンション管理ほか

【会場・申込み】当日直接、新宿駅西口広
場イベントコーナーへ。

【問合せ】区政情報課広聴係（本庁舎３
階）☎（５２７３）４06５へ。

省エネセミナー 

● 迫りくる「脱炭素社会」に
　どう対応するか 

【日時】10月1５日㈫午後1時３0分～４時

３0分
【講師】浅井豊司（㈱フルハシ環境総合
研究所）、高橋浩之（東京電力ホールデ
ィングス㈱）

【会場・申込み】ファックスか電子メー
ル（２面記入例のとおり記入）で、10月
９日㈬までに環境学習情報センター

（西新宿２―11―４、新宿中央公園内）
☎（３３４8）6２７７・㋫（３３４４）４４３４・㋱info@
shinjuku-ecocenter.jpへ。定 員３0名。
応募者多数の場合は抽選。

新宿ビジネス交流会 

【日時】10月２３日㈬午後４時～７時
【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿
6―8―２）

【対象】中小企業・個人事業主、60社（1
社に付き２名まで）

【内容】事例紹介とディスカッションを
通して新たな事業の可能性を探る（講
師は洞口智行／㈱EXPLODIA代表取
締役社長）、グループ交流、名刺交換会

【共催】東京商工会議所新宿支部
【申込み】所定の申込書を10月11日㈮
までにファックスで東京商工会議所新
宿支部㋫（３３４５）３２５1へ。応募者多数
の場合は区内企業を優先し抽選。申込
書は新宿区ホームページから取り出せ
ます。

【 問 合 せ 】産 業 振 興 課 産 業 振 興 係
☎（３３４４）0７01へ。

ビジネスアシスト新宿

● 専門家を無料で派遣します
　中小企業診断士・社会保険労務士が、
経営・労務課題の相談をお受けします。
複数回の利用もできます。

【対象】区内中小企業、個人事業主、商店
ほか

【主な相談内容（事例）】▶事業計画や
マーケティング戦略の策定（売上を伸
ばすための効果的な商品のレイアウト
方法）、▶創業後の経営安定化（新規顧
客獲得のための店舗チェック）ほか

【申込み】所定の申込書を産業振興課産
業振興係（西新宿6―8―２、BIZ新宿４
階）☎（３３４４）0７01へお持ちください。
申込書は同課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。

展示会等に出展する費用の　

一部を補助します

● 令和元年度後期分
　初めて参加する展示会等が対象で
す。予算額に達し次第、受け付けを終了
します。

【補助対象経費】出展小間料・小間装飾
費

【補助金額】補助対象経費の３分の２（限
度額は▶国内開催…1件1５万円、▶海
外開催…1件２0万円）

【申込み】所定の申請書等を10月1日㈫
～令和２年３月1３日㈮に産業振興課産
業振興係（西新宿6―8―２、 BIZ新宿４
階）☎（３３４４）0７01へお持ちください。
応募要項・申請書は同課で配布してい
るほか、新宿区ホームページから取り
出せます。

● １０月～令和2年3月納期分の納付書
を発送します（5期～１０期）
納期限（毎月末日）までにお近くの金融

機関・ゆうちょ銀行（郵便局）・コンビニエン
スストア・医療保険年金課・特別出張所等
で納めてください。支払い方法が口座振替
の方、年金からの引き落としの方、すでに
全額を支払った方にはお送りしません。
※令和元年９月納期分までの保険料が未
納で納付書がない方は、ご連絡ください。
● 職場の健康保険に加入した場合は国

民健康保険の脱退手続きが必要です
　納付書が届いた方で、脱退手続きを
していない場合、医療保険年金課か特
別出張所で手続きをしてください。
● 口座振替(自動払込)のご利用を

毎月の保険料を口座から自動的に納
められます。口座振替(自動払込)依頼
書に記入し、金融機関届出印を押印の
上、口座のある金融機関・ゆうちょ銀行

（郵便局）にお持ちいただくか、医療保
険年金課国保収納係へ郵送してくださ
い。口座振替(自動払込)依頼書をお持
ちでない方は、ご連絡ください。
● 口座振替継続ありがとうキャンペーン

保険料を３年以上滞納なく継続して口座
振替で支払っている世帯に、抽選でプリペ
イドカード（５00円）を差し上げます（申請
不要）。当選者の発表は、1２月下旬にお送
りする「口座振替領収証書」にカードを同
封することで代えさせていただきます。

【問合せ】医療保険年金課▶納付書・口座
振替について…国保収納係☎（５２７３）
４1５8、▶国民健康保険の届出について
…国保資格係☎（５２７３）４1４6（いずれ
も本庁舎４階）へ。

国民健康保険料
納付書を発送します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）

※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。

講座・
催し等の
申し込み

はがき・ファックスの記入例 10月

7日

※10月1日㈫から郵便料金等が変わります。は
がき・往復はがきで申し込む際はご注意ください。

エコギャラリー新宿 １０月の展示

「新宿区地域別防災マップ」など
防災資料の配布が一部の地域で遅れています
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講座「災害準備について考える」 

【日時】10月5日㈯午後2時～4時
【内容】視覚・聴覚障害のある方との日
頃からの災害準備や助け合い（講師は
北村弥生／国立障害者リハビリテーシ
ョンセンター研究所室長）

【会場・申込み】当日直接、戸塚地域セン
ター（高田馬場2―18―1）へ。手話通
訳・要約筆記があります。

【問合せ】区視覚・聴覚障害者交流コー
ナー☎・㋫（6233）9555 へ。

地域活動の運営力アップ講座 

【日時・内容】10月23日㈬…仲間づくりと
運営のコツ、11月6日㈬…効果的な広報
のコツ、いずれも午前10時～12時、全2回

【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）

【対象】区内で高齢者の通いの場や健康
づくり、介護予防活動などを行ってい
る団体の運営者の方（1団体に付き2名
程度）、各回40名

【申込み】10月15日㈫までにはがきかフ
ァックス（2面記入例のほか、団体名を記
入）で㈱エンパブリック（〒113-0032文
京区弥生2―12―3）㋫（6801）6363へ。
㈱ エ ン パ ブ リ ッ ク ホ ー ム ペ ー ジ

（㋭https://empublic.jp/shinjukureiwa）
からも申し込めます。先着順。

【問合せ】地域包括ケア推進課地域包括
ケア推進係☎（5273）4193へ。

区立障害者福祉センター祭 

【日時】10月27日㈰午前10時～午後3
時15分（雨天実施）

【内容】模擬店、バザー、作業公開、作品
展示、カラオケ・ダンス等の発表会ほか

【会場・問合せ】当日直接、同センター（戸
山1―22―2）☎（3232）3711・㋫（3232）
3344へ。駐車場はありません。
※10月28日㈪は館内清掃のため休館
します。

成年後見入門講座・相談会 

【日時】10月29日㈫▶①午後1時30分
～3時20分…成年後見制度の概要、費
用の目安ほか（講師は黒田山彦／社会
福祉士）、▶②午後3時30分～4時30分
…弁護士・社会福祉士による相談会

【会場】落合第一地域センター（下落合
4―6―7）

【対象】区内在住･在勤･在学の方
【申込み】①は電話かはがき・ファックス・電
子メール（2面記入例のほかファックスで申
し込む場合はファックス番号を記入）また
は直接、新宿区成年後見センター（〒169-
0075高田馬場1―17―20）☎（5273）4522・
㋫（5273）3082・ ㋱ skc@shinjuku-
shakyo.jpへ。②は当日直接、会場へ。

新宿いきいき体操講習会 

【日時】10月30日㈬午後2時～4時
【会場】柏木地域センター（北新宿2―3
―7）

【対象】区内在住・在勤の方、30名程度
【内容】介護予防体操とミニ講座「尿失

禁予防～トイレのお悩み解消」
【持ち物】飲み物、汗拭き用のタオル。動
きやすい服装・靴でおいでください。

【申込み】電話かファックス（2面記入
例のとおり記入）で地域包括ケア推進
課介護予防係（本庁舎2階）☎（5273）
4568・㋫（6205）5083へ。

施設見学会

　新宿区役所からバスの送迎があります。
【日時・定員・見学先】▶1日コース（25
名）…①11月27日㈬午前9時～午後4時
30分（昼食あり。600円程度）／特別養
護老人ホームハトホーム（東村山市）・
特別養護老人ホーム不老の郷（西多摩
郡瑞穂町）、▶半日コース（20名。③は
10名）…②11月28日㈭／特別養護老人
ホームあかね苑（北山伏町2―12）、③
11月28日㈭／看護小規模多機能型居
宅介護サービス坂町ミモザの家（四谷
坂町6―5）・グループホームより処ぬく
みくるみ（高田馬場1―20―16）、④11
月29日㈮／特別養護老人ホーム新宿け
やき園（百人町4―5―1）、②④は午前9
時～11時30分、③は午後1時～4時

【対象】高齢者を介護している方、施設
入所を検討している方
※介護者・被介護者のどちらかが区内
在住である必要があります。

………＜①～④共通＞………
【申込み】9月27日㈮～10月18日㈮に電話
かファックス（2面記入例のほか希望の
コース（①～④の別）を記入）で高齢者支援
課高齢者相談第二係☎（5273）4254・
㋫（5272）0352へ。先着順。

高齢者の保健と福祉に関する

調査にご協力を

　令和3年度からの「新宿区高齢者保
健福祉計画・第8期介護保険事業計画」
策定のための基礎資料とします。対象
の方（無作為抽出）には、9月27日㈮に
調査票を発送します。同封の封筒で10
月18日㈮までにご返送ください。

【対象】▶介護保険の「要支援」「要介護」
認定等を受けていない65歳以上の方、
6,000名、▶介護保険の「要支援」「要介
護」認定等を受けている方（施設サービ
ス利用者を除く）、1,500名、▶介護保
険の第2号被保険者で40歳～64歳の
方、1,500名
●調査票の記入をお手伝いします
　希望する方は、調査票をお持ちの上、
地域包括ケア推進課地域包括ケア推進
係、各高齢者総合相談センターへおい
でください。

【問合せ】地域包括ケア推進課地域包括
ケア推進係（ 本 庁 舎2階 ）☎（5273）
4193へ。

赤い羽根共同募金運動にご協力を

● 10月1日㈫から始まります
　募金は、地域の福祉施設・団体の活動
支援などに役立てられるほか、被災地
支援に活用されます。

【募金箱の設置場所】区役所本庁舎内、
特別出張所、区社会福祉協議会（高田馬
場1―17―20）ほか

【問合せ】区社会福祉協議会☎（5273）
2941へ。

介護の仕事をもっと知りたい ！

◆ミニ講座（各回先着35名）
　当日直接、区役所本庁舎地下1階11会議室へおいでください。
①「認知症は予防できるの？」

【時間】午前10時30分~12時
※新宿ごっくん体操（えん下体操）の体験もあります。
②「認知症と診断されたら？」「振り込め詐欺から身を守る」

【時間】午後1時30分～3時30分
【問合せ】介護保険課推進係☎（5273）4212へ。

しんじゅく介護の日・介護福祉展
　11月11日は「介護の日」です。区と新宿区介護サービス事業者協議会は、「介
護の日」にちなみ、催しを開催します。当日直接、会場においでください。

【日時】10月10日㈭午前10時～午後4時
【会場】区役所本庁舎1階ロビーほか
【内容】▶介護サービスの紹介パネルの展示、▶福祉用具の展示・体験、▶訪
問入浴体験、▶訪問看護師・高齢者総合相談センター相談コーナー、▶ス
タンプラリー（先着250名に記念品あり）

【日時・会場】下表のとおり。時間はいずれも
午後1時～5時

【内容】指圧等のマッサージ
※針灸による施術は行いません。

【費用】1回1,000円（30分の施術）
【申込み】当日直接、下記施設へ電話でお申
し込みください。

※予約は当日分のみで、各館の開館時間か
ら受け付けます。
※初めて施設を利用する方には、「利用証」
を発行します。住所・氏名・年齢が確認でき
るもの（住基カード・運転免許証・健康保険
証等）をお持ちください。

介護の仕事に関する催し

【日時・会場】▶10月16日㈬午前10時～12時…牛込簞笥地
域センター（簞笥町15）、▶10月29日㈫午前10時～12時…
戸塚地域センター（高田馬場2―18―1）。いずれも同じ内容です。

①介護の仕事のやりがいや魅力をお伝えします！
　～介護の仕事を知るセミナー（各日定員50名）

②6日間介護入門研修&おしごと相談会（定員50名）

【日時・会場】11月20日㈬～22日㈮・25日㈪・28日㈭・29日㈮午前10
時～午後2時30分（29日㈮は午後4時まで）…牛込簞笥地域センター

（簞笥町15）、全6回
【内容】介護に関する基礎知識や認知症の理解について学ぶ。29日㈮は
区内介護事業所とのおしごと相談会を実施

………………<①②共通>………………
【申込み】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㈱
ツクイスタッフ☎0120（802）108（月～金曜日午前9時～午後6時）・
㋫（3548）0222・㋱so-info@tsukui-stuff.netへ。

【区の担当課】介護保険課推進係☎（5273）4212

下落合地域交流館（下落合3―12―33） （3951）0023 17㈭ 7㈭・28㈭ 12㈭
百人町地域交流館（百人町2―18―21） （3368）8156 （3368）8157 16㈬ 5㈫・20㈬ 18㈬
東五軒町地域交流館（東五軒町5―2４） （3269）6895 （3269）6357 9㈬ 6㈬・21㈭ 18㈬
中町地域交流館（中町25） （6265）0608 （3267）3325 9㈬ 13㈬・27㈬ 11㈬
本塩町地域交流館（四谷本塩町４ー9） （3350）1４56 （3350）1４57 10㈭ 7㈭・21㈭ 12㈭
北山伏地域交流館（北山伏町2―17） （3269）7197 18㈮ 8㈮・22㈮ 20㈮
中落合地域交流館（中落合2―7―2４） （3952）7163 （3565）2530 11㈮ 8㈮・22㈮ 13㈮
北新宿第二地域交流館（北新宿3―20―2）（53４8）6751 （3369）0081 9㈬ 13㈬・22㈮ 11㈬
高田馬場地域交流館（高田馬場1―４―17） （3200）5816 10㈭ 1４㈭・28㈭ 12㈭
清風園（中落合1―7―26） （3951）0086 （5982）9808 9㈬ 13㈬・27㈬ 11㈬

※日程は変更することがあります。各施設にご確認ください。

施設名（所在地） 電話番号 ファックス
番号

日程
10月 11月 12月

ささえーる 薬王寺（市谷薬王寺町51） （3353）2333 （3353）66４0 16㈬ 13㈬・27㈬ 18㈬
高田馬場シニア活動館（高田馬場3―39―29） （3362）４560 （3368）8169 7㈪ 11㈪・25㈪ 2㈪
信濃町シニア活動館（信濃町20） （5369）6737 （5369）6738 9㈬ 6㈬・20㈬ 11㈬
戸山シニア活動館（戸山2―27―2） （320４）2４22 （320４）2４21 15㈫ 5㈫・20㈬ 17㈫
西新宿シニア活動館（西新宿４―8―35） （3377）9380 （3377）9231 18㈮ 8㈮・22㈮ 20㈮
早稲田南町地域交流館（早稲田南町50） （3208）2552 18㈮ 8㈮・22㈮ 20㈮
西早稲田地域交流館（西早稲田1―22―2）（5286）8311 （5286）831４ 9㈬ 13㈬・27㈬ 11㈬
新宿地域交流館（新宿5―3―13） （33４1）8955 9㈬ 6㈬・20㈬ 11㈬
山吹町地域交流館（山吹町3４2） （3269）6189 8㈫・22㈷ 12㈫・26㈫ 10㈫
上落合地域交流館（上落合2―28―8） （3360）1４1４ （3360）1４77 1４㈷ 1４㈭・25㈪ 9㈪
北新宿地域交流館（北新宿2―3―7） （3369）5856 （3369）5877 30㈬ 27㈬・29㈮ 25㈬

10月～12月
高齢者マッサージサービス
【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へ。

肩の凝り・姿勢の改善に６０歳以上の方へ
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戸山町一帯の変遷を学ぶ催し

● 展示
　旧新宿区戸山町に存在した尾張徳
川家下屋敷を中心とした一帯の歴史
的変遷を紹介します。
【日時】10月1日㈫～11月4日㉁

● 関連講演会「旧新宿区戸山町に存在
した尾張徳川家下屋敷の変遷」

【日時・定員】10月5日㈯午後2時～4
時（70名）
【費用】500円（資料代）

………＜以下共通＞………
【主催】新宿の歴史研究グループ「新
宿つつじの会」
【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（大久保3―1―1）☎（3364）1421へ。

水曜上映会

【日時】10月9日㈬午後2
時～4時25分（午後1時40分開場）
【上映作品】「夏目漱石の妻2」（2時間

25分）
【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。先着80名。
【問合せ】中央図書館☎（3364）1421
へ。

絵本作家 黒川みつひろ

講演会「恐竜博士になろう！」

【日時】10月12日㈯午後1時30分～3
時
【対象】4歳以上、
80名（未就学児は
保護者同伴）
【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（大久保3―1―1）へ。先着順。
【問合せ】こども図書館（中央図書館
内）☎（3364）1421へ。

西落合図書館の催し

①英語のハロウィンおはなし会
【日時】10月12日㈯午後3
時～4時
【対象】小学生までのお子さ
んと保護者、30名

【内容】英語絵本の読み聞かせ（朗読は
竹縄妙子／おはなしクレヨン）
②みんなで「百人染め」
　林芙美子の世界を染め上げよう
【日時・定員】10月13日㈰午後1時～
3時（30名）
【内容】1反の反物を参加者で染め上
げる（作品は、令和2年2月開催予定
の「染の小道」で展示）
【協力】染の小道実行委員会

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】9月27日㈮から電話
または直接、同館（西落合4―13―
17）☎（3954）4373へ。先着順。

角筈周辺を街の専門家と歩く

【日時】10月19日㈯午後1時～4時
【集合場所】角筈地域センター（西新
宿4―33―7）
【講師】松本泰生（早稲田大学オープ
ンカレッジ講師・尚美学園大学講師）
【申込み】9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。

英語絵本のおはなし会

【日時】10月26日㈯午後2
時～2時30分
【対象】3歳～小学生、10名（未就学児
は保護者同伴）
【内容】英語絵本の読み聞かせと英語
の詩や歌の紹介
【会場・申込み】9月27日㈮から電話
で中 町 図 書 館（中町25）☎（3267）
3121へ。先着順。

ビブリオバトル・

インターナショナル・オオクボ

● 参加者を募集
　おすすめの本の紹介を聞いて、読み
たいと思った本に投票します。日本人
と日本語が話せる外国人の発表者、
各5名を募集します（観覧は自由）。
【日時】10月26日㈯午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保
2―12―7）
【申込み】9月29日㈰から電話または
直接、大久保図書館（大久保2―12―
7）☎(3209）3812へ。先着順。

無償化の概要

10月から
　10月から始まる幼児教育・保育の無償化では、認可保育園・認定こども園や幼稚園などの基本保育料のほか、認証保育所等や
幼稚園等の預かり保育も対象です。
　区では、区立認定こども園・幼稚園の入園料の無償化、認可保育園や認定こども園、地域型保育事業の0歳～2歳児クラスに在籍する
お子さんの基本保育料の多子世帯負担軽減の拡充、就学前の障害のあるお子さん（住民税課税世帯の0歳～2歳児を除く）が利用する
発達支援のサービス利用料や食材料費の無償化など、子育て家庭の負担軽減のより一層の拡充を図ります。

【問合せ】▶認可保育園、認定こども園に在籍している方の無償化・多子世帯負担
軽減の拡大・施設等利用費（区立子ども園の預かり保育）の請求…保育課入園・認
定係（本庁舎2階）☎（5273）4527、▶施設等利用費（認証保育所等、私立子ども園
の預かり保育）の請求、認証保育所・認可外保育施設の保育料助成…保育指導課
給付係（本庁舎2階）☎(5273)4584、▶幼稚園の無償化に関すること…学校運
営課幼稚園係（第1分庁舎4階）☎（5273）3103、▶ファミリーサポート事業・ひ
ろば型一時保育…子ども家庭支援課子育て支援係☎（3232）0695、▶児童発達
支援等…障害者福祉課支援係（本庁舎2階）☎（5273）4583へ。

①ウオーキング講座
【日時・定員】10月15日㈫午前10時
～12時（20名）
②パソコン講座～エクセル
【日時・定員】10月25日㈮午後1時30分
～3時（5名）
③ストレッチ3B（さんびー）体操
【日時・定員】10月25日㈮午後1時30分
～3時30分（20名）
【内容】道具を使ったストレッチ
④無理なくできるバランスごはん
【日時・定員】10月15日㈫午前10時～
午後0時30分（6名）
⑤昼食を作って食べよう
【日時・定員】10月18日㈮午前9時30分

ささえーる 薬王寺の催し

図書館の催し

※1　日用品や教材費、行事費、PTA会費などは無償化の対象外です。
※2�　原則として、保育料をいったん施設に支払った後に、施設等利用費（食材料費等を除いた保育料相当額）を請求していただく必要があります。
※３�　利用日数に応じて月額の上限額は変わります。また、現在利用中の施設で預かり保育を実施していない場合や、実施時間等が少ない場合は、預かり保育のほ
か、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。ただし、定期利用保育との併用はできません。

※4�　認可保育園・認定こども園・幼稚園等を利用していない方が対象です。
※5 無償化の導入を受け、区が実施している認証保育所・認可外保育施設の保育料助成制度を変更します（右記参照）。

クラス 対象となる
利用施設等

保育の
必要性
の要件

新たな
認定の
手続き

保育料 ※1
請求
手続き
（下図1）

給食の提供・食材料費
（３歳以上）

▶３歳〜5歳児
▶非課税
　世帯の
0歳〜2歳児

▶認可保育園
▶地域型保育事業（0歳〜2歳児） 必要 不要 無償 不要 無償

認定こども園（保育園機能） 必要 不要 無償 不要 無償

認定こども園（幼稚園機能） 不要 不要 無償 不要 保護者負担（ただし、所得額が基
準未満世帯または第３子以降は
免除）

幼稚園

私立幼稚園（子ども・子育て
支援新制度移行園） 不要 不要 無償 不要

区立幼稚園 不要 不要 無償 不要

現行どおり
私立幼稚園（子ども・子育て
支援新制度未移行園）※2 不要 必要 月額３2,000円まで無償 必要

（下図1）

幼稚園・認定こども園の預かり保育※2 必要 必要 幼稚園・認定こども園の利用に加
え、月額11,３00円まで無償 ※３

必要
（下図1）

認証
保育所等

認証保育所・指導監督基準を
満たす認可外保育施設
※2・※4・※5

必要 必要
月額57,000円(３歳〜5歳児)または
67,000円(0歳〜2歳児)まで無償
※保護者助成金との合計額

必要
（下図1） 上限額の範囲内で無償

上記以外の認可外保育施設等
※2・※4 必要 必要 月額３7,000円(３歳〜5歳児)または

42,000円(0歳〜2歳児)まで無償
必要

（下図1）
保護者負担（ただし、定期利用保育・
保育ルーム（３歳〜5歳児）は無償）

①簡単スマホ講座
【日時・定員】10月16日㈬午後2時～4時（20名）
【講師】新井雅斗（ドコモ認定講師）
【持ち物】スマートフォン
②詩吟体験会
【日時・定員】10月18日㈮午後1時
30分～3時（12名）
【講師】榎本錦鶴（詩吟朗詠錦城会総
教師範）
③羊毛フエルト教室
【日時・定員】10月31日㈭午前10時～12時（10名）
【講師】千葉美恵子（手芸ワークショップ「ふわふわつくつ
く」主宰）
【費用】500円（材料費）

……………<①～③共通>……………
【対象】区内在住の60歳以上
【会場・申込み】①②は10月8日㈫までに、③は10月16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・
㋫（3369）0081へ。応募者多数の場合は抽選。

北新宿第二地域交流館
の催し

認証保育所等・私立幼稚園（新制度未移行園）・幼稚園等の預かり保育を利用する方へ

≪無償化に伴う施設等利用費の請求手続きの流れ≫

①新たな認定の手続き

保
護
者

新
宿
区
役
所

認証保育所等（★1）
幼稚園・認定こども園

★2　認証保育所等を利用した場合、複数の施設・事業の領収証等を組み合わせて請求することもできます。

★1　認証保育所等…認証保育所、
ベビーホテルなどの認可外保育施
設のほか、一時保育（ひろば型一時
保育を含む）、定期利用保育、病児・
病後児保育、ファミリーサポート事
業のうち区市町村から確認を受け
た施設です。対象施設は新宿区ホー
ムページでご確認ください。

②施設・事業の利用、保育料の支払い

③領収証・提供証明書等の発行

④請求書と領収証・提供証明書等を締切日までに提出（★2）

⑤施設等利用費を交付

※区立幼稚園・区立認定こど
も園の預かり保育・定期利用
保育・保育ルーム（3歳～5歳
児）は一部手続きが異なりま
す。対象者には区から別途お
知らせを配布します。

大新宿区まつり協賛イベント
　パンフレットは文化観光課・特別出張所・区立図書館等で配布します。イベントの内容は各主催者にお問い合わせくだ
さい。開催日時等は変更することがあります。詳しくは、新宿区ホームページでご案内しています。
【問合せ】大新宿区まつり実行委員会事務局（第1分庁舎6階、文化観光課文化観光係内）☎（5273）4069・㋫（3209）1500へ
（「主催・問合せ」欄に★のついているイベントは、上記同まつり実行委員会事務局にお問い合わせください）。

行事名 日時 会場 主催・問合せ
新宿歴史博物館 特別展
「近代測量150年記念 測量×
地図 測り・描き・守り・伝える」

12月８日㈰まで（休館日を除く）
午前9時３0分〜午後5時３0分
（入館は午後5時まで）

新宿歴史博物館
（四谷三栄町12-16）

新宿未来創造財団学芸課
☎（３３59）21３1

早稲田かつおフェスタ 9月29日㈰〜10月20日㈰
各店舗の営業時間中 ワセダグランド商店会の参加店 ワセダグランド商店会

☎070（55８３）5542

新宿文化寄席 10月３日㈭
午後6時から

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿文化センター（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

第40回はなぞのまつり 10月5日㈯
午後1時〜4時３0分

花園通り
（太宗寺通り入口〜花園小学校前信号） 花園町親交会（★）

第72回青空フェスタ 10月6日㈰
午後0時３0分〜6時

神楽坂商店街
（神楽坂商店街6丁目通り）

神楽坂商店街振興組合
☎（３260）4３5３

薬王寺商交まつり 10月6日㈰
午前10時〜午後4時

薬王寺商店街内
（市谷薬王寺町61〜74）

薬王寺商交会
☎（5３69）３41３

第３８回歌舞伎町まつり 10月6日㈰
正午〜午後7時

歌舞伎町シネシティ広場（歌舞伎町1-19）、
西武新宿駅ぺぺ前広場（歌舞伎町1-３0）

歌舞伎町商店街振興組合
☎（３209）9291

戸山３３わくわく祭り 10月12日㈯
午前10時〜午後4時

戸山ハイツ３３号棟西側多目的広場
（戸山2-３３）

とやま３３ワクワクまつり実行委員会
☎（３209）41３３

四谷大好き祭り2019
10月12日㈯
午後2時３0分〜８時
10月1３日㈰
午前11時〜午後5時

左門公園（左門町5）、信濃町第五駐車場・
第七駐車場

四谷地区商店会連合会
☎（３３5３）9000

神楽坂まち飛びフェスタ
2019 10月12日㈯〜11月３日㈷ 神楽坂エリア一帯 神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

☎（6426）172８

高田馬場まつり 10月1３日㈰
午前10時３0分〜午後4時３0分

高田馬場駅前広場BIG BOX1階コンコース
早稲田通り（東京三協信用金庫本店前〜馬
場口交差点）

高田馬場銀座商店街振興組合
☎（３200）８750

新宿ユース・ステージパフォー
マンス2019

10月1３日㈰
午前10時〜午後4時

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿文化センター（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

神楽坂化け猫フェスティバル 10月1３日㈰
午前10時〜午後5時 高齢者福祉施設神楽坂、神楽坂大通り 化け猫フェスティバル事務局

☎（6３04）1600
戸山三丁目南町会
「コミュニティの集い」

10月1３日㈰
正午〜午後３時 町内中央広場（都立戸山公園、戸山３） 戸山三丁目南町会

☎（３20３）4８0８

新宿スポレク2019 10月14日㈷
午前9時３0分〜午後３時３0分

新宿コズミックセンター（大久保３-1-2）・新
宿スポーツセンター（大久保３-5-1）・都立戸
山公園ほか

新宿未来創造財団
スポーツ・マラソン課
☎（３2３2）7701

ミニＳＬ流鏑馬青空特価市 10月14日㈷
午前10時〜午後2時

早稲田中・高等学校前庭
（馬場下町62） 早稲田駅前商店会（★）

第３８回大久保まつり 10月14日㈷
午前11時〜午後4時 大久保通り（新大久保駅〜明治通り）ほか 新大久保商店街振興組合

☎090（３6８３）８471
高田馬場流鏑馬（やぶさめ）の
公開

10月14日㈷
午後2時〜３時３0分

都立戸山公園
（箱根山地区、戸山３）

新宿未来創造財団学芸課
☎（３３59）21３1

百人町まつり 10月14日㈷
正午〜午後３時

大久保通り
（北新宿1丁目交差点〜大久保2丁目交差点）

新宿百人町明るい会
商店街振興組合
☎（３３71）８８97

鬼王神社の
えびすべったら祭

10月19日㈯・20日㈰
正午〜午後9時

稲荷鬼王神社境内
（歌舞伎町2-17-5）

鬼王神社えびすべったら祭実行委員会
☎（３200）2904

第21回ファミリービンゴゲーム
大会

10月27日㈰
午前10時〜午後３時

早稲田大学29号館前広場
（西早稲田1-３-10） ワセダグランド商店会（★）

新宿区生涯学習フェスティバル

「絵画展」10月1日㈫〜6日㈰午前
10時〜午後6時
（6日㈰は午後2時まで）

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿文化センター
（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

「茶の湯の会」
10月1３日㈰午前10時〜午後３時

茶道会館
（高田馬場３-３9-17）

「書の展」
10月2３日㈬〜27日㈰
午前10時〜午後6時
（27日㈰は午後３時まで） 新宿文化センター

（新宿6-14-1）「写真展」
10月26日㈯〜11月4日㉁
午前9時〜午後10時

生涯学習館まつり

10月5日㈯・6日㈰
午前10時〜午後5時

戸山生涯学習館
（戸山2-11-101）

新宿文化センター
（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

10月19日㈯・20日㈰
午前10時〜午後4時

住吉町生涯学習館
（住吉町1３-３）

10月19日㈯・20日㈰
午前10時〜午後4時３0分

北新宿生涯学習館
（北新宿３-20-2）

10月19日㈯・20日㈰
午前10時〜午後5時

赤城生涯学習館
（赤城元町1-３）

～午後0時30分（6名）
⑥夕食を作って食べよう
【日時・定員】10月28日㈪午後
3時30分～5時30分（6名）
⑦男のおつまみ講座　
【日時・定員】10月31日㈭午後2時～4
時30分（6名）

………<①～⑦共通>………
【会場・申込み】10月4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。④～⑦は当日、400円をお支
払いください。エプロン・三角巾をお持
ちの上、爪を切っておいでください。

幼児教育・保育の無償化が始まります

　助成金の対象要件・申込方法等詳しくは、在籍している認証保育所・
保育指導課給付係で配布している申請書でご案内しています。申請書
は、新宿区ホームページからも取り出せます。
※認可外保育施設の助成金は、一定の要件を満たし、認可保育園等の入
園を待機している方が対象です。
※上記★以外の方は、10月以降も助成額は変わりません。
※認証保育所の保育料助成・認可外保育施設の保育料助成は、いずれも
令和元年度までの予定です。令和2年度以降の助成制度の実施につい
ては、待機児童等の状況を踏まえて検討します。

　10月分から、次の方は保育料の助成額が変わります。現在支払ってい
る月額保育料（入園料・延長保育料等を除く）が助成の上限となります。
★新たな認定を受けた方…▶3歳～5歳児クラス／月額20,000円（施設
等利用費と合わせて月額57,000円まで）、▶0歳～2歳児クラスの住民税
非課税世帯の方／月額25,000円（施設等利用費と合わせて月額67,000
円まで）
※3歳～5歳児クラスは、世帯の住民税額の制限をなくします。認可外保育
施設の保育料助成については、3歳～5歳児クラスが新たに対象となります。

認証保育所・認可外保育施設の

保育料助成を拡充します

多子世帯の負担軽減（第2子半額・第3子無料）

を拡充します

【対象】▶認可保育園、▶認定こども園、
　　　 ▶地域型保育事業（0～2歳児）
現行 原則として、認可保育園等
に在園する未就学児のきょうだ
いを子どもの人数にカウント
（年収約600万円以下の世帯はき
ょうだいの年齢制限なし）

10月以降　世帯収入・子どもの年齢
にかかわらず、きょうだいを子ども
の人数にカウントし、きょうだいが
利用する対象施設に認可外保育施設
を含めます。

→

手続き不要

のの

◆新たな認定の手続きが済んでいない方は、
　お早めに申請してください。

　評価結果を取りまとめた令和元
年度内部評価実施結果報告書（施
策評価・計画事業評価）は、行政管
理課・区政情報センター（本庁舎1
階）・特別出張所・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。区政情報
センターでは有償頒布も行ってい
ます。

【問合せ】行政管理課（本庁舎3
階）☎(5273)4245へ。

行政評価（内部評価）

結果を公開しています

※現行も10月以降も生計が同一である必要があります。

図1

　世代にかかわらず、区内在住
のどなたでも参加できます。

★保育の必要性がある住民税課税世帯の方…0歳～2歳児クラスに在籍
しているお子さんが▶第2子／月額54,000円、▶第3子以降／月額
67,000円
※きょうだいの数には、未就学児のほか、就学以降の子どもを含めます。



★ 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 ★
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【受付窓口】上記「区民保養施設の利用申
し込み」記事中　　　内受付窓口（新宿
区保養施設受付）へ。
【利用期間】12月20日㈮～令和2年1月５日㈰
【申込み】10月５日（必着）までに、受付窓

口・特別出張所で配布の「専用往復はが
き」でお申し込みください。結果は10月
17日㈭ころまでにお知らせします。
【当選した方】10月24日㈭までに電話ま
たは直接、受付窓口で利用申請をしてく
ださい。
【区の担当課】教育支援課教育活動支援
係☎（3232）10５8

◎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】10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。10月18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、それぞれ先着順で、電話か受
付窓口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、
㈱日本旅行の空室情報ホームページ
（㋭http://ntasports.net/shinjukuku/）
でも確認できます。
※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。
【申込開始日】▶区民優先予約…10月
21日㈪、▶一般予約…11月1日㈮
【令和2年1月の休館日】箱根つつじ荘
…14日㈫～23日㈭（設備修繕等に伴う
臨時休館日を含む）
【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

新宿NPO活動基礎講座 

●傾聴入門
【日時・内容】▶10月24日㈭…コミュニ
ケーションの基本、▶31日㈭…傾聴の
基本（実習あり）、いずれも午後6時4５
分～8時4５分
【対象】社会貢献活動に関わっている方
ほか、各回20名
【費用】各回1,000円（資料代等）
【会場・申込み】9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・㋫（５386）1318・㋱hiroba@
s-nponet.netへ。先着順。

講座「『法の世界』からみた

女性の生き方・働き方」 

【日時】10月26日㈯午後2時～4時
【会場】若松地域センター（若松町12―6）
【内容】女性の権利獲得に憲法などの法
が果たした役割
【共催】新宿女性九条の会
【申込み】9月27日㈮から電話かファッ
クス（2面記入例のとおり記入）で男女
共同参画推進センター（ウィズ新宿、

荒木町16）☎（3341）0801（日曜日・祝日
を除く）・㋫（3341）0740へ。先着30名。

パラリンピック関連特別講座 

⃝東京2020パラリンピックの
　成功に向けて～共生社会実現への道
【日時】11月2日㈯午後2時～4時
【会場】新宿文化センター（新宿6―14―1）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、200
名（小学生までは保護者同伴）
【講師】高橋秀文（日本パラリンピック
委員会副委員長）
【申込み】電話かはがき・ファックス（2
面記入例のほか希望人数を記入）で10月
11日（必着）までに障害者福祉課福祉
推進係（〒160-8484歌舞伎町1―4―
1、本庁舎2階）☎（５273）4５16・㋫（3209）
3441へ。応募者多数の場合は抽選し、
当選者にのみ入場券をお送りします。
障害のある方で配慮が必要な場合はご
相談ください。

図書館運営協議会

【日時】10月10日㈭午前10時～12時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、中央図書館（大久保3―1―1）
☎（3364）1421へ。

令和元年第3回区議会定例会
　区長が提出した議案は次のとおりです。提出議案を追加する場合もあります。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎３階）☎(527３)３505・㋫(３209)9947へ。

提出議案

◆予算案４件
◎令和元年度補正予算
⃝令和元年度新宿区一般会計補正予算
（第4号）
⃝令和元年度新宿区一般会計補正予算
（第5号）
⃝令和元年度新宿区介護保険特別会計
補正予算（第2号）
⃝令和元年度新宿区後期高齢者医療特
別会計補正予算（第2号）
◆決算認定４件
⃝平成３0年度新宿区一般会計歳入歳出決算
⃝平成３0年度新宿区国民健康保険特
別会計歳入歳出決算
⃝平成３0年度新宿区介護保険特別会
計歳入歳出決算
⃝平成３0年度新宿区後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算
◆条例案2７件
◎新設の条例
⃝新宿区会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例
◎一部改正の条例
⃝新宿区職員の分限に関する条例の一
部を改正する条例
⃝新宿区職員の懲戒に関する条例の一
部を改正する条例
⃝新宿区職員の職務に専念する義務の
特例に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例
⃝職員団体のための職員の行為の制限の
特例に関する条例の一部を改正する条例
⃝外国の地方公共団体の機関等に派遣
される職員の処遇等に関する条例及び
新宿区職員の配偶者同行休業に関する
条例の一部を改正する条例
⃝新宿区職員の育児休業等に関する条
例の一部を改正する条例
⃝新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等
に関する条例の一部を改正する条例

⃝新宿区人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例
⃝新宿区職員の退職手当に関する条例
の一部を改正する条例
⃝新宿区印鑑条例の一部を改正する条例
⃝新宿区住民基本台帳制度の適正な運
用に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区立保育所条例の一部を改正す
る条例
⃝新宿区保育所保育料徴収条例の一部
を改正する条例
⃝新宿区立子ども園条例の一部を改正
する条例
⃝新宿区子ども・子育て支援法に基づく
過料に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区立子育て支援施設の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区地区計画の区域内における建築物
の制限に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区選挙長等の報酬及び費用弁償
等に関する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区奨学資金貸付条例の一部を改
正する条例
⃝新宿区幼稚園教育職員の給与に関す
る条例の一部を改正する条例
⃝新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、
休日、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例
⃝新宿区立の小学校、中学校及び特別
支援学校の非常勤の学校医、学校歯科
医及び学校薬剤師の公務災害補償に関
する条例の一部を改正する条例
⃝新宿区立幼稚園条例の一部を改正す
る条例
◎廃止の条例
⃝新宿区自動交付機の利用に関する条
例を廃止する条例
◆その他１件
⃝訴えの提起について

令和2年
1月6日～31日

宿泊分 区民保養施設の利用申し込み
箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

● 3人揃ってつつじ割
【内容】12月1日～20日の日～金曜日に1
室3名以上の利用で、1泊に付き2食提供
【対象】▶区内在住の方…５,000円（3歳
～12歳は3,５00円）、▶一般…6,５00円
（3歳～12歳は4,700円）
※中学生以上は別途入湯税1５0円がか
かります。

⃝新宿駅西口発観光バスツアー
　往復バスと宿泊（2泊3日）・観光のセ
ットです。申し込みには事前に宿泊予
約が必要です。
【令和2年1月の出発日・コース】▶14日
㈫…信州善光寺、松本市美術館、ハイジ
の村のチーズフォンデュ、▶29日㈬…旧
開智学校校舎、松本城、西湖樹氷祭り

【受付窓口】新宿区保養施設受付（本
庁舎1階）☎（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。

７5歳以上等の後期高齢者医療制度をご利用の皆さんへ

秋季保養施設の
一般受け付けを開始します

　はがきによる抽選に申し込んだ方も
再度申し込めます（施設によっては空
室がない場合あり）。
【対象】新宿区の後期高齢者医療被保険
者を含め、2名以上で利用する方（保険
料を滞納している方は利用不可）
【施設】▶湯本富士屋ホテル（神奈川県
箱根町）、▶おんやど惠（神奈川県湯河
原町）、▶四万やまぐち館（群馬県中之
条町）、▶ホテル神の湯温泉（山梨県甲
斐市）、▶一心舘（栃木県日光市）
【利用期間】10月16日㈬～11月1５日㈮
（チェックアウトの日）
※1回に付き2泊まで。1泊2食付き（夕
食・朝食）。食事なしの利用はできません。

【費用】▶施設利用料…1泊1部屋1,700
円、▶食事料金…7,000円～8,000円
（中学生以上1泊1名、税別、現地払い）
※3歳～小学生の食事料金はお問い合
わせください。中学生以上は別途入湯
税1５0円がかかります。
【申込み】9月30日㈪から電話で高齢者
医療係へ（午前9時～午後５時）。9月30
日㈪は電話予約のみ受け付け、10月1
日㈫からは電話予約のほか同係の窓口
で受け付けます。後期高齢者医療被保
険者証・施設利用料をお持ちください。
※各施設の空き室状況は同係へお問い
合わせください。新宿区ホームページ
でもご案内しています。

【問合せ】高齢者医療担当課
高齢者医療係（本庁舎4階）
☎（５273）4５62へ。

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・㋫（5272）5500へ。

★催し・講座★
□講座「語ろう!自分らしい生き方」　11
月4日㉁・23日㈷午後1時～4時30分（全
2回）、東京女子医科大学（河田町）で。講
義とグループワーク。区内在住の方、医
療専門職の方対象。㋓無料。㋲10月17日
㈭までに電話で。先着５0名。㋣水・木曜
日午前10時～午後6時に同大学老年看
護学教室☎（33５3）8112（内線38634）
□太極拳・入門前の無料体験　10月2日

㈬・6日㈰午前10時～11時30分、西戸山生
涯学習館で。免疫力向上を目指す。初心
者・高齢者歓迎。㋲当日直接、会場へ。㋣西
戸山太極拳歩の会・長谷川☎（39５1）1788
□英会話初級無料体験　10月11日㈮・
18日㈮午前11時～12時、戸塚地域セン
ターで。外国人講師が指導。60歳以上対
象。㋲各５日前までに電話で。各先着4
名。㋣月～金曜日の午後3時までにゆっ
たり英会話・野本☎070（3849）2941
□講演「自律神経を整えて元気で長生
きする方法」　10月17日㈭午後2時～５
時、四谷区民ホールで。講師は小林弘幸
順天堂大学教授。㋓無料。㋲10月1５日
㈫までに電話で。先着200名。㋣血液を
大切にする会☎（５269）1437

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

箱根つつじ荘から グリーンヒル八ヶ岳から

9月30日㈪から

☎0５５1（32）7011☎0460（82）1144

ヴィレッジ女神湖（長野県立科町）

年末年始期間の利用抽選
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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎03（3209）9999午前8時～午後10時㋫03（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

令和２年４月から、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、
多くの方が利用する施設は原則屋内禁煙になります。
　区では、区内の事業者等が、喫煙専用室等・公衆喫煙所を
整備する場合に設置・改修等の費用（消費税等を除く）を助
成します。申し込みは9月２7日㈮から受け付けます（助
成総額に達し次第受け付けを終了）。申込方法・要件等
詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。

【問合せ】衛生課管理係（第２分庁舎３階）☎（5２7３）３8３8へ。

空き家EXPO 

【日時】10月11日㈮・1２日㈯
午前10時～午後5時

【会場】JR南新宿ビル（渋谷区代々木２
―1―5。受け付けは7階）

【内容】▶空き家相談、▶ミニセミナー、▶映
画「ぼけますから、よろしくお願いしま
す。」の上映・監督の講演（午後1時～３時
15分。各日定員70名・予約優先）ほか
※▶11日㈮に講演「DIYで空き家を蘇らせ
る方法」、▶1２日㈯に財前直見（俳優）トー
クショーを実施（時間はいずれも午前10時
３0分～11時３0分、定員各70名・予約優先）。

【後援】新宿区、渋谷区

【主催・問合せ】ネクスト・アイズ㈱
☎01２0(４06)２1２（水曜日を除く午前
10時～午後6時）へ。

東京都子育て支援員研修 

●地域保育コース
　「子育て支援員」の養成研修です。詳
しくは、お問い合わせください。

【対象】都内在住・在勤で今後、子育て支
援員として就業する意欲のある方

【申込み】所定の申込書を10月1日～15
日（必着）に郵送（簡易書留）で東京都福
祉保健財団子育て支援員担当（〒16３―
0718西新宿２―7―1、小田急第一生命ビ
ル18階）☎(３３４４)85３３へ。募集要項・申
込書はホームページ（㋭ http://www.
fukushizaidan.jp/111kosodateshien/）
から取り出せます。

祝賀使節等の来日に伴う交通規制にご協力を

ちょっと聞きたい入れ歯のこと

【日時】10月18日㈮午後1時３0分～４時
10分（1人15分程度）

【対象】区内在住の方、8名
【内容】専門医の個別相談。入れ歯の作
製や調整等は行いません。

【会場・申込み】9月２7日㈮から電話で
牛込保健センター（弁天町50）☎（３２60）
6２３1へ。先着順。

育児講演会 

●スマホ時代のいきいき子育て
【日時】10月３0日㈬午前10時～1２時
【対象】区内在住で0歳～３歳児の保護
者、２5名

【内容】子どもの心の発達を促す関わり
方、スマートフォンが及ぼす影響ほか

【会場・申込み】9月２7日㈮から電話か
ファックス（２面記入例のとおり記入）
で牛込保健センター（ 弁 天 町50）
☎（３２60）6２３1・㋫（３２60）6２２３へ。先
着順。託児あり（0歳児先着４名・1歳～３
歳児先着6名）。
●初めての2人目育児～上の子の対応

【日時】10月３1日㈭午前10時～1２時
【対象】区内在住で、第２子を育児中・妊
娠中またはお考えの方、２0名

【会場・申込み】9月２7日㈮から電話か

ファックス（２面記入例のとおり記入）
で落合保健センター（下落合４―6―7）
☎（３95２）7161・㋫（３95２）99４３へ。先
着順。託児あり(先着２0名)。

呼吸器健康講座 

【日時・会場・内容】▶①10月３0日㈬午
後２時～４時３0分…新宿コズミックセ
ンター（大久保３―1―２）／肺機能測定
と呼吸リハビリテーション、▶②11月
1日㈮午後２時～３時３0分…区役所第２
分庁舎分館（新宿5―18―２1）／呼吸
器疾患の最新治療動向
※①は動きやすい服装でおいでくださ
い。希望者は肺機能測定ができます。

【対象】区内在住の方、各回50名
【申込み】9月２7日㈮から電話かファッ
クス（２面記入例のほか希望日（①②の
別）を記入）で健康政策課公害保健係

（第２分庁舎分館1階）☎（5２7３）３0４8・
㋫（5２7３）３9３0へ。先着順。

パーキンソン病講演会 

【日時】10月３0日㈬午後２時～４時
【対象】区内在住のパーキンソン病の方
と家族、支援者、60名

【講師】髙梨雅史（順天堂大学医学部附
属順天堂医院医師）

【会場・申込み】9月２7日㈮から電話かフ
ァックス（２面記入例のとおり記入）で東
新宿保健センター（ 新 宿7―２6―４）
☎（３２00）10２6・㋫（３２00）10２7へ。先着順。

　緩和ケアは、がんと診断されたときの気持
ちの落ち込みや治療中の痛みなど、さまざま
なつらさを持つ患者と家族のための治療や支
援等のことです。早い段階から緩和ケアを受
けられるよう、相談窓口を利用してください。

【問合せ】健康づくり課在宅医療支援係（四谷
三栄町10―16）☎（5３1２）99２5へ。

▶治療について医師に聞くときのポイント、
▶治療中の働き方、▶在宅療養や療養生活 ほか
※「さまざまな心配ごとについて、ゆっくり話
を聞いてほしい」などの相談も受け付けます。

【相談窓口】がん療養相談窓口（暮らしの保健
室）（戸山２―３３、都営戸山ハイツ３３号棟1２5）
☎（３２05）３11４・㋫（３２05）３115

【相談日時】▶月～金曜日午後1時～5時（受け
付けは午後４時まで）、▶第４土曜日午前10時
～午後２時（受け付けは午後1時３0分まで）

▶慶應義塾大学病院（信濃町35）
☎（5363）3285／月～金曜日午
前9時～午後5時
▶東京医科大学病院（西新宿6
―7―1）☎（3342）6111（代表）
／月～金曜日午前10時～午後3時
▶国立国際医療研究センター（戸
山1―21―1） ☎（3202）7181

（代表）／月～金曜日午前8時30
分～午後4時30分
▶JCHO東京新宿メディカルセ
ンター（津久戸町5―1）☎（3269）
8137／月～金曜日午前9時～午
後4時
▶東京女子医科大学病院（河田町
8―1）☎（5269）7463／月～金
曜日午前9時30分～午後4時

受動喫煙防止対策にかかる

喫煙所等の整備費用を助成します

接種期間は10月1日～令和2年1月31日

インフルエンザ予防接種を受けましょう
冬に流行するインフルエンザの重症化を予防するため、以下の方を対象に予

防接種を実施します。区から発送する予診票をお持ちの上、区の指定医療機関で接
種してください。接種を受けられる医療機関一覧は、予診票と一緒にお送りしま
す。接種には予約が必要な場合があります。事前に医療機関にご確認ください。

【問合せ】保健予防課予防係（第２分庁舎分館1階）☎（5２7３）３859・㋫（5２7３）３8２0へ。
65歳以上の方と60歳～64歳で

 次の障害がある方

【対象】区内在住で接種日現在、▶①65
歳以上の方、▶②60歳～6４歳で、心臓・
腎臓・呼吸器・免疫機能に重度の障害

（身体障害者手帳1級程度）がある方
【接種回数】1回
【費用】２,500円（75歳以上の方、生活保
護を受けている世帯等の方は自己負担
免除）

【予診票の送付】▶昭和２9年9月３0日以
前に生まれた方と、上記対象②に該当
し平成３0年度までに申し込んだ方に
は、10月1日㈫までに発送します。
※上記対象②に該当し、初めて接種を
希望する方はご連絡ください。
▶昭和２9年10月1日～昭和３0年1月1
日生まれの方には、誕生日の前日まで
に発送します。
13歳未満の方

【対象】区内在住で令和元年10月1日現
在、1３歳未満の方（平成18年10月２日

以降に生まれた方）
【接種回数】２回
【費用】1回1,700円（生活保護を受けて
いる世帯等の方は自己負担免除）

【予診票の送付】▶平成18年10月２日～
３0年10月３1日生まれの方には、10月1
日㈫までに発送します。
▶平成３0年11月1日～３1年1月３1日生
まれの方には、1歳になる前月末に発
送します。予診票が届く前に接種を希
望する方はご連絡ください。
▶1歳未満の方は生後6か月から接種
できます。平成３1年２月1日以降に生ま
れた方はご連絡ください。
生活保護を受けている世帯等の方

【対象】区内在住で令和元年10月1日現
在、1３歳以上65歳未満で、生活保護を
受けている世帯等の方

【接種回数】1回
【費用】自己負担免除
※事前に保健予防課予防係で手続きが必
要です。詳しくはお問い合わせください。

　即位礼正殿の儀等のた
め、多くの外国元首・祝賀使
節等が来日します。祝賀使
節等の安全・円滑な通行の
確保のため、右記対象道路
の交通規制にご協力くださ
い。

【問合せ】警視庁交通規制課
☎（３581）４３２1へ。

■ 主な対象道路
【首都高速道路】  ▶都心環状線  ▶八重洲線  ▶会社線
▶1号上野線  ▶1号羽田線（昭和島～浜崎橋JCT）
▶2号目黒線  ▶3号渋谷線（大橋～谷町JCT）
▶4号新宿線（西新宿～三宅坂JCT）
▶5号池袋線（熊野町～竹橋JCT）
▶6号向島線（堀切～江戸橋JCT）
▶7号小松川線（一之江～両国JCT）
▶9号深川線（辰巳～箱崎JCT）  ▶11号台場線
【一般道路】高速中央環状線・6号向島線・9号深川線・首
都高速道路湾岸線を結んだ内側の地域

10月はわたしのまち新宿
　広報レポーター「新宿シンちゃん」と、
新宿の蜂蜜を調査します。
●番組の放送
　10月1日㈫～３1日㈭、ジェイコムチャ
ンネル港・新宿（11チャンネル）で、▶午前
9時から、▶午後6時３5分から、▶午後11
時からの毎日３回放送します（２0分番組）。
※番組は、新宿区ホームページでも動

画配信します。また、10月9日㈬から、
区政情報センター（本庁舎1階）、区立
図書館（所蔵は中央・四谷・下落合図書
館のみ）でDVDを貸し出します。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎３
階）☎（5２7３）４06４へ。
※ケーブルテレビの受信については、
ジェイコム東京☎01２0（91４）000へ。

ケーブルテレビの
広報番組

がんと向き合いながら
自分らしく生活するために 緩和ケアは早い時期から

区内病院の相談窓口

相談窓口で相談できること

◈喫煙専用室等の整備費用の助成

　喫煙専用室等（おおむね２㎡以上）を整
備しようとする中小事業者（都補助事業
の対象となる事業者を除く）などに設
置・改修等の費用を助成します。

【助成金額】助成対象経費の10分の9
（上限は４00万円）

◈公衆喫煙所の整備費用の助成

　公衆喫煙所（おおむね5㎡以上）を整備す
る際に、設置・改修等の費用を助成します。

【助成金額】助成対象経費の全額（上限
は下記のとおり）
▶屋内・屋外（コンテナ型）…1,000万円
▶屋外（パーテーション型）…600万円

10月20日
～25日



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。

（8）第 2296号　令和元年（2019年）9月25日発行
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
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区内では、警察官や金融庁を装った犯人が、被害者にキャッシュ
カードと暗証番号を書いた紙を用意させ、隙を見て他のカードとす
り替え、口座からお金を引き出す被害（詐欺盗）が発生しています。
「あなたのカードが悪用されています。確認するので、用意しておい
てください。」という言葉には気を付けましょう。警察官等が自宅に
カードなどを受け取りに行くことはありません。少しでも疑問や不

安を感じたらすぐに区危機管理課または最寄りの警察署にご連絡ください。
【問合せ】区危機管理課危機管理係（本庁舎4階）☎（5273）3532・㋫（3209）4069へ。

　漱石没後、門下生らが毎月、漱石の月命日の9日に漱石山房
で開いていた九日会にちなみ、講演会を開催します。
【内容】講演「読む、見る、描く。漱石と美術の熱い関係」
【講師】古田亮・東京藝術大学大学美術館准教授（右写真）
【申込み】はがきかファックス（2面記入例のほか希望人数（2名
まで。小学生までは保護者同伴）を記入）で10月10日（必着）ま
でに文化観光課文化資源係（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、
第1分庁舎6階）☎（5273）4126・㋫（3209）1500へ。定員70名。応募者多数の場合
は抽選し、結果は10月18日㈮以降に応募者全員に発送します。

8月5日～7日に実施した平和派遣に参加した親
子7組14名（写真）が、広島で学び、感じたことを発
表します。また、早稲田少年少女合唱団とリコー
ダーのプロ演奏者が平和への思いを込め合唱・演
奏を披露します。
【共催】新宿区平和派遣の会
【会場・申込み】当日直接、戸塚地域センター（高田
馬場2―18―1）へ。先着180名。未就学児も入場できます。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505・㋫（3209）9947へ。

　区内在住の77歳以上の方の長寿をお祝いし、敬老会を
開催します。歌手の山川豊さん、田川寿美さんによる懐か
しいヒット曲のほか、小山みつなさんと新宿区民踊連盟が
歌と踊りの華やかな舞台を披露します。
【日時】▶10月17日㈭午前10時～12時…箪笥町・若松町特
別出張所・区役所管内にお住まいの方、▶10月17日㈭午後
2時～4時…落合第一・落合第二・柏木特別出張所管内にお
住まいの方、▶10月18日㈮午前10時～12時…大久保・戸
塚特別出張所管内にお住まいの方、▶10月18日㈮午後2時
～4時…四谷・榎町・角筈特別出張所管内にお住まいの方
※招待はがきに記載の日時においでください。
【会場】新宿文化センター（新宿6―14―1）
※駐車場・送迎バスの用意はありません。
【対象】区内在住の77歳以上（昭和18年3月31日以前生ま
れ）
【内容】▶式典、▶交通安全のつどいと特殊詐欺根絶の話、
▶新宿いきいき体操、▶民謡／小山みつな・新宿区民踊連
盟、▶歌謡／山川豊・田川寿美
【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・㋫（6205）5083へ。

敬老会にご招待
１０月１７日㈭・１８日㈮開催

10月上旬に招待はがきを発送します

新宿区・伊那市体験交流ツアー参加者募集
東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成のため、パラスポー

ツなどを通した体験交流を目的とした伊那市へのバスツアー参加者を募集します。
【日程】11月3日㈷・4日㉁
【対象】区内在住の小学4～6年生、33名（グループでの申し込みも可。ただし1グ
ループ4名まで）
【内容】ボッチャ等のスポーツ体験、草木染め体験、もみじ祭り観光ほか
【費用】6,000円（宿泊代（2食付き）・男女別の相部屋）
【申込み】はがきかファックス（2面記入例のほか、参加者全員の氏名・性別・学年
を記入）または直接、10月4日（必着）までに東京オリンピック・パラリンピック
開催等担当課（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、第1分庁舎7階）☎（5273）4220・
㋫（5273）3931へ。応募者多数の場合は抽選し、結果は10月10日㈭までに応募
者全員に発送します。

都市型音楽フェス「-shin-音祭」
みんなで体験！ワークショップ

　新宿フィールドミュージアム2019のコアイベント都市型音楽フェス「-shin-
音祭」の開催に伴い、子どもから大人まで楽しめる音楽・芸術関連のワークショ
ップを実施します。当日直接、会場へおいでください。
【主催・問合せ】新宿フィールドミュージアム協議会事務局（第1分庁舎6階、文
化観光課文化観光係内）☎（5273）4069・㋫（3209）1500へ。

ワークショップ名 講師・協力 時間

① 「レコーディング」の仕組みを体験しよう
NPO法人サウンドクリ
エイター

▶午前11時～11時40分
▶正午～午後0時20分
▶午後0時40分～1時

② パソコンで作曲してみよう！
上杉尚史・日本シンセサ
イザープロフェッショナ
ルアーツ理事

▶午後2時40分～3時10分
▶午後3時30分～4時

③ いきなりバンド天国⁉～はじめての
エレキギター、ベース、ドラム体験

新宿フィールドミュー
ジアム協議会

午前11時～午後4時(入
退場自由)

④
変幻自在、一人バンド⁉～最新電子
楽器「Ｖアコ―ディオン」を弾いてみ
よう

丸茂睦・日本アコーディ
オン協会

午前11時～午後1時(入退
場自由。下記⑤とコラボ
レーションあり）

⑤ ペットボトルで楽器を作って、バン
ドしよう

ペットボトルオーケス
トラ

午前11時～午後1時(入退
場自由。上記④とコラボ
レーションあり）

⑥ 子どもも大人も、ゴスペルに挑戦！
コール＆レスポンスを体感しましょう 新宿子ども劇場 ▶午後1時30分～2時30分

▶午後3時～4時

⑦
世界でただ一人の ”ベジタブル・ミ
ュージシャン！”身近な野菜を使っ
て演奏してみよう！

はたのぼる・東京演芸協
会　ほか

▶午後2時～2時40分
▶午後3時～3時40分（入
退場自由）

⑧ 能楽の小鼓をうつ！はじめての小鼓
体験 大山容子・観世九皐会 午後2時～4時（入退場自

由）
⑨ ミュージックヘッドドレスを作ろう ヴィヴィアン佐藤 ▶午後2時～2時50分

▶午後3時10分～4時

⑩
子ども学芸員体験講座～日常に応
用！美術館学芸員の仕事を体験して
みよう

橋爪精三・オフィスif
立島惠・佐藤美術館 午前11時～午後0時30分

⑪ 夏目漱石「夢十夜」朗読コンサート 原きよ・朗読家、市瀬薫・
ハープ奏者 午後3時～3時40分

【日時】１０月5日㈯
　　　午前１１時～午後4時

「あなたのカードの確認が必要です」には要注意！

【会場】新宿文化センター
　　　（新宿６―１4―１）

山川豊さん

小山みつなさん

田川寿美さん

【日時】１０月６日㈰午後１時３０分～4時

【問合せ】伊那市観光協会（伊那市役所内）☎0265(78)4111へ。
※新宿区と伊那市との交流については、文化観光課文化観光係（第1分庁舎6階）
☎(5273)4069・㋫(3209)1500へ。

　伊那市内各所で、新そばを食べられ
る多数のイベントが開催されます。
●行者そばまつり
　「辛つゆ」で食べる行者そばを堪能で
きます。
【日程】10月20日㈰
【会場】内の萱スポーツ公園（伊那市荒井）
●信州伊那新そばまつり
　新そばのせいろそば、揚げたての天
ぷらを味わえます。
【日程】10月26日㈯・27日㈰
【会場】みはらしファーム（伊那市西箕輪）

●山
さんろくいち

麓一の麺街道フェスタ
　国道361号（山麓一）沿線の高山・木
曽・伊那の郷土麺をご賞味ください。
【日程】11月2日㈯・3日㈷
【会場】高遠城址公園（伊那市高遠町）
●西春近新そば＆きのこ祭り
　打ちたてそば、きのこ汁、きのこ天ぷら
を楽しめます。
【日程】11月10日㈰
【会場】伊那スキーリ
ゾートきのこ王国
（伊那市西春近）

 信州そば関連イベント

●新そばまつりも同時開催
　日本有数の桜の名所「高遠城址公園」
内の250本を超えるカエデが紅葉し、園
全体が錦絵さながらの色に染まります。
　新そばまつりでは、地元産の玄

げん

そばを
使用した「高遠そば」を食べてみません
か。入園料・駐車場は無料です。

 高遠城址もみじ祭り

【日程】１１月２日㈯～１０日㈰
【会場】高遠城址公園（伊那市高遠町）

伊那市の秋の催し
友好提携都市・
長野県伊那市

文豪・夏目漱石が生まれ育ったまち新宿

漱石山房記念館九日会
【日時】１１月9日㈯午後２時～4時
【会場】漱石山房記念館（早稲田南町７）

一言アドバイス

止防害被欺詐

平和派遣報告会・平和祈念コンサート
～語りつごう いのちの大切さを

特殊詐欺の種類 件数
オレオレ詐欺 0件
還付金詐欺 10件
架空請求詐欺 0件
詐欺盗 4件
合計 14件

【区内の特殊詐欺被害認知件数（８月）】

※区危機管理課調べ
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