
令和元年（2019年）10月15日発行　第 2298号（7）

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★

街頭無料よろず相談会 

【日時】10月27日㈰午前10時～午後4時
【相談内容】法律・行政・税金・年金・会
計・知的財産・登記・不動産ほか

【相談員】税理士・司法書士・社会保険労
務士・土地家屋調査士・中小企業診断士・
公認会計士・不動産鑑定士・弁護士ほか

【後援】新宿区
【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】東京司法書士会事務局事業・
研修課☎（3353）9191へ。

新宿まちなかサロン 

◎神楽坂・坂上サロン
【11月の日時・内容・定員】▶パステル
ア ー ト …5日 ㈫ 午 後1時30分 ～3時（4
名）、▶歌声サロン…12日㈫午前10時45
分～11時45分（20名）、▶パソコンサロ
ン…12日㈫・26日㈫午前11時～午後1時

（各日14名）、▶ADL体操…19日㈫午後1
時30分～2時30分（5名）、▶麻雀で脳ト
レ…毎週火曜日午前10時45分～午後0
時45分・午後1時～3時（各回20名）

【会場】高齢者福祉施設・神楽坂（矢来町
104）
◎小滝橋ひろば

【11月の日時・内容・定員】▶アロマカフ
ェ…20日㈬午後1時30分～3時（3名）、
▶パステルアート…11日㈪・25日㈪午後
2時～3時・午後3時～4時（各回4名）、▶ネ
イルケアカフェ…11日㈪・25日㈪正午～
午後4時（各日5名）、▶色絵（いろえ）カフ
ェ…11日㈪・25日㈪午前11時～12時（各
日6名）、▶グラウンドゴルフ…10日㈰・
24日㈰午前10時～12時（各日12名）

【会場】新宿NPO協働推進センター（高
田馬場4―36―12）

………＜以下共通＞………
【費用】1回500円程度（別途材料費500円が

必要な場合あり）。パソコンは月2,000円
【後援】新宿区
【主催・申込み】10月18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ネットワーク協議会
事務局☎（5206）6527（第2火曜日を除く
午前11時～午後4時）・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着順。㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着順。㋱

レクリエーション・フォーラム

2019

【日時】11月9日㈯午前10時～午後4時
30分

【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・在学の18歳以
上、60名

【内容】障害のある方との交流を目指し
て障害疑似体験やレクリエーションで
の受け入れ体験を行う

【費用】1,000円（資料代、保険料）
【申込み】はがきかファックス（2面記
入例のほか年齢・性別を記入）で11月4
日（必着）までにNPO法人新宿区レク
リエーション協会・金子（〒161―0032
中 落 合3―11―9）☎・㋫（3565）0120
へ。応募者多数の場合は抽選し、落選者
にのみ連絡します。

カルテットNコンサートに

区民5組10名を招待　

【日時】11月10日㈰午後2時～4時（午
後1時30分開場）

【会場】東京オペラシティリサイタル
ホール（西新宿3―20―2）

【曲目】ドビュッシー「弦楽四重奏曲第
1番」、シューベルト「弦楽四重奏曲」

【後援】新宿区
【申込み】10月25日㈮までに電話かファ
ックス・電子メール（2面記入例のとおり
記入）でななさわ音楽工房☎・㋫（3303）
1210・㋱nanasawa@r7.dion.ne.jpへ。
応募者多数の場合は抽選。結果は発送
をもってお知らせします。

【対象】区内在住・在勤の方と同行する方
【申込み】▶通常期間…利用希望日2か
月前～2日前に電話・窓口で受け付け、
▶ゴールデンウイーク・夏休み・年末年
始…利用抽選。詳しくは、広報新宿でお
知らせしています。

※20名以上の団体には、都内からバス
送迎があります。詳しくはヴィレッジ
女神湖☎0267（55）6100へお問い合わ
せください。
●イベントを開催しています

【対象】区内在住・在勤の方と同行する方
で、ヴィレッジ女神湖に宿泊する方

【日時・内容・定員】▶①11月9日㈯午前9日㈯午前9日㈯午前 時～
午後4午後4午後 時…リンゴ狩り、▶②11月10日㈰午
前10時～12時…そば打ち体験、各日30名

【費用】▶①1,100円、▶②1,500円（②
は団体割引あり。①②いずれも別途宿
泊費が必要）

【申込み】10月17日㈭～11月1日㈮に
電話でヴィレッジ女神湖へ。先着順。

【区の担当課】教育支援課教育活動支援
係☎（3232）1058

●一般宿泊利用
【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。
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新宿区職員

【職種・採用予定数】▶①看護師、若干
名、▶②技能Ⅵ（作業Ⅲ）、若干名

【対象】いずれも国籍・性別を問わず、
▶①は昭和50年4月2日以降生まれで、
看護師の免許をお持ちの方（令和2年2
月に行われる国家試験により免許取得
見込みの方も含む）、▶②は昭和60年4
月2日～平成14年4月1日生まれの方

【採用予定日】令和2年4月1日
【第1次選考日】12月8日㈰
【申込み】所定の申込書に必要事項を記
入し、▶①は11月14日㈭午後5時までに
簡易書留で郵送（必着）または直接、人事
課人事係（〒160-8484歌舞伎町1―4―
1、本庁舎3階）☎（5273）4053へ。▶②は11
月13日㈬・14日㈭午前9時～午後5時に第
1分庁舎8階へ本人が直接、お持ちくださ
い。簡単な体力測定を行います。詳しくは、
募集案内・新宿区ホームページをご覧く
ださい。募集案内・申込書は人事課、特別出
張所、区立図書館等で配布しています。

学童クラブ・放課後子どもひろば等

●令和2年度委託事業者選定公開
　プレゼンテーション

【日時】11月3日㈷午後2時15分～2時
40分（午後2時開場）

【委託事業】▶高田馬場第二学童クラ
ブ、▶戸塚第二小学校内学童クラブ、
▶戸塚第二小学校放課後子どもひろ
ば、▶土・日曜日、祝日の高田馬場第二
児童館

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）へ。託児あり。

【問合せ】子ども家庭支援課児童館運
営係☎（5273）4544へ。

北新宿地域交流館・北新宿第

一児童館指定管理者募集

　募集内容等詳しくは、新宿区ホーム
ページでご案内しています。

【問合せ】子ども家庭支援課児童館運
営係☎（5273）4544へ。

11月の各種相談 ※複雑な相談内容には　
資料をお持ちください
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相談名 実施日時 相談場所 問合せ
区民相談 月～金曜日（祝日等除く）

8:30～17:00
本庁舎1階

区民相談コーナー
区政情報センター
☎（5273）4585

法律相談
交通事故相談

水・木曜日（祝日等除く）
13:00～15:30( 電話予約 )

第1分庁舎2階
区民相談室 区政情報課広聴係

☎（5273）4065行政相談 1㈮・15㈮13:00～16:00 本庁舎1階ロビー
人権・身の上相談 1㈮・15㈮13:00～16:00 第1分庁舎2階

区民相談室
総務課総務係

☎（5273）3505公益通報相談 28㈭14:00～16:00

悩みごと相談室

月曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

第1分庁舎2階区民相談室
電話相談は☎（5273）3646 男女共同参画課・

面接相談
（電話予約）
☎（3341）0801

月～土曜日
（祝日等除く）
10:00～16:00

男女共同参画推進センター（ウィズ新宿・
荒木町16）電話相談は☎（3353）2000
※男性相談員による電話相談（土曜日
13:00～16:00）は☎（3341）0905

女性相談 月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00

生活福祉課相談支援係（第2分庁舎1階）
☎（5273）3884

消費生活相談 月～金曜日（祝日等除く）電話…
9:00～17:00、来所…9:00～16:30 新宿消費生活センター(第2分庁舎3階）

☎（5273）3830多重債務特別相談 26㈫13:00～16:00( 電話予約 )
仕事と家計に
関する相談

月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00 第2分庁舎1階 生活支援相談窓口

☎（5273）3853
若年者の就労に
関する相談

月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00

新宿区勤労者・仕事支援センター（新宿7-
3-29、新宿ここ・から広場内）☎（3200）3311

商工相談 月～金曜日（祝日等除く）
9:00～16:00( 電話予約 )

BIZ 新宿4階
（西新宿6-8-2）

産業振興課産業振興係
☎（3344）0702

図書館でのビジネス
情報支援相談会

16㈯13:00～17:00（申込書で予約） 中央図書館（大久保3-1-1）☎（3364）1421
27㈬16:00～20:00（申込書で予約） 角筈図書館（西新宿4-33-7）☎（5371）0010

税務相談 5㈫・19㈫
13:30～16:00( 電話予約 )

第1分庁舎2階
区民相談室

税務課税務係
☎（5273）4135

外国人相談

英語☎（5272）5060・中国語☎（5272）5070・韓国語☎（5272）5080
【実施日時】月～金曜日（祝日等除く）9:30～12:00・13:00～17:00
【相談場所】本庁舎1階区民相談コーナー
英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー
語・ネパール語（日時は要問い合わせ）

しんじゅく多文化共生プラザ
（歌舞伎町2-44-1）☎（5291）5171

福

祉

福祉サービスに
関する法律相談 18㈪14:00～16:00( 電話予約 ) 第1分庁舎2階

区民相談室
地域福祉課福祉計画係

☎（5273）3623
成年後見
権利擁護相談

月・水・金曜日（祝日等除く）
13:00～16:00( 電話予約 )

新宿区成年後見センター ( 高田馬場1-17-
20、区社会福祉協議会内）☎（5273）4522

障害者相談窓口
★はピアカウンセリ
ングも実施

障害者福祉課☎（5273）4518・㋫（3209）3441、保健予防課☎（5273）3862、保健
センター、★区立障害者福祉センター☎・㋫（5292）7890、区立障害者生活支
援センター☎（5937）6824、シャロームみなみ風☎（5579）8412、まど☎（3200）
9376、★ラバンス☎（3364）1603、ファロ☎（3350）4437、風☎（3952）6014へ。
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相談名 実施日時 相談場所 問合せ

子どもと家庭の
総合相談

月～土曜日…8:30～19:00
日曜日・祝日（電話相談のみ）…8:30～17:00

子ども総合センター
（新宿7-3-29）☎（3232）0675

月～金曜日（祝日等除く）…8:30～17:00
土曜日（来所相談のみ）…9:30～18:00

信濃町☎（3357）6855・榎町☎（3269）7345・
中落合☎（3952）7752・北新宿☎（3362）4152
の子ども家庭支援センターへ。

発達相談 子ども総合センター発達支援係（あいあい）（新宿7-3-29）☎（3232）0679へ。
子ども家庭相談 地域子育て支援センター二葉・原町みゆき、ゆったりーの、各児童館へ。
家庭相談 月～金曜日（祝日等除く）13:00～17:00 子ども家庭課育成支援係

（本庁舎2階）☎（5273）4558ひとり親相談 月～金曜日（祝日等除く）8:30～17:00 

子育て電話相談 お近くの公立の保育園、子ども園へ（保育園…火～金曜日13:00～15:00、子ども園…
月～土曜日（土曜日は一部の園で実施）9:00～17:00、いずれも祝日等除く）。

教育相談
月～金曜日（祝日等除く）

電話…9:00～17:00
来所…9:00～18:00（電話予約）

教育センター（大久保3-1-2）
☎（3232）3071

電話相談は☎（3232）2711

いじめの相談 月～金曜日…17:00～22:00、土・日曜日、祝
日等…12:00～22:00（電話相談のみ）

新宿子どもほっとライン
電話相談☎（5331）0099

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

1㈮・7㈭・8㈮・14㈭・15㈮・21㈭・22㈮・28㈭
13:00～16:00（電話予約） 本庁舎7階 住宅課居住支援係

☎（5273）3567

マンション管理相談 8㈮・22㈮
13:00～15:50（電話予約） 第1分庁舎2階

区民相談室
住宅課居住支援係
☎（5273）3567 住宅資金融資相談 1㈮・15㈮

13:00～15:15（電話予約）
安全安心・建築
なんでも相談

13㈬
13:30～16:00

落合第一地域センター
（下落合4-6-7）

建築指導課
☎（5273）3732

建築紛争相談 月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00 本庁舎8階 建築調整課

☎（5273）3544
年金・労務等
無 料 相 談 8㈮13:00～16:00 区役所本庁舎1階ロビー 主催・東京都社会保険労務士会

新宿支部☎（6302）1353
税理士による
無料税務相談

①11㈪牛込簞笥、18㈪榎町、25日㈪若松、②6㈬・20㈬戸塚、8㈮
落合第二（要電話予約）の各地域センター。時間は13:00～16:00

主催①東京税理士会四谷支部☎（3357）
4858・②新宿支部☎（3369）3235

マンション問題
無料なんでも相談 6㈬・20㈬13:00～16:00 区役所本庁舎

1階ロビー
主催・東京都マンション管理士会新宿支部

☎050（8014）8392
無料不動産相談所
（不動産取引相談） 13㈬13:00～16:00 区役所本庁舎

1階ロビー
主催・東京都宅地建物取引業協会新宿区支部

☎（3361）7171
リ フ ォ ー ム
無 料 相 談 27㈬13:00～16:00 区役所本庁舎

1階ロビー
主催・新宿区住宅リフォーム協議会

☎（3362）2161
不 動 産 登 記
無 料 相 談 12㈫13:00～16:00 区役所第1分庁舎

2階区民相談室
主催・東京司法書士会新宿支部☎（5464）5887
東京土地家屋調査士会新宿支部☎（3364）6510

行 政 手 続・法 務 等
行政書士による無料相談

5㈫・19㈫12:00～16:00…区役所本庁舎1階ロビー。
特別出張所・地域センター等は別日時に実施。

主催・東京都行政書士会新
宿支部☎0120（917）485

弁護士会電話無料相談
☎0570（200）050

月～金曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

主催・弁護士会の法律相談センター
※都内からかけた電話のみ対応します。
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