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高年齢者就職面接会

複数の企業と面接できます（参加に
は、新宿わく☆ワークへの登録が必要）。

【日時】11月21日㈭午前10時30分～午
後1時30分（受け付けは午後0時30分
まで）

【対象】都内在住のおおむね55歳以上
【持ち物】履歴書（写真を貼る。面接1社
に付き1通）

【会場・問合せ】新宿わく☆ワーク(新宿
7―3―29、新宿ここ・から広場しごと
棟）☎（5273）4510へ。

再就職支援セミナー

● 就職活動に役立つ
　効果バツグンメイクアップ講座

【日時】11月26日㈫午後1時30分～3時
30分（受け付けは午後1時15分から）

【対象】都内在住のおおむね55歳以上、
18名

【内容】メイク方法の実演・演習。講座終
了後、希望の方に簡単な撮影を行い履
歴書サイズの写真をお渡しします（講
師は中山玉栄／REIKO KAZKI専属講
師）

【会場・申込み】11月15日㈮までに電話
または直接、新宿わく☆ワーク（新宿7
―3―29、新宿ここ・から広場しごと
棟）☎（5273）4510へ。応募者多数の場
合は抽選。

リサイクル講座

【日時】12月4日㈬午後1時～4時
【対象】区内在住・在勤の方、20名
【内容】ペットボトルで楽器「しゃかた
ん」を作り、プロと一緒に演奏

【持ち物】筆記用具、マイバッグ
【共催】NPO法人サウンドクリエイ
ター

【会場・申込み】往復はがきに2面記入例

のとおり記入し、11月19日（必着）まで
に新宿リサイクル活動センター（〒169-
0075高田馬場4―10―2）☎（5330）5374

（月曜日休館）へ。応募者多数の場合は抽
選。

簿記２級試験対策講座

● 令和2年6月試験対策
【日時・クラス】▶平日クラス…令和2
年1月6日～6月4日の月・木曜日午後7
時～9時40分（1月13日㈷は午後2時～
4時40分、2月24日 ㉁・27日 ㈭、4月6日
㈪・9日㈭・30日㈭、5月4日㈷は休講）、
▶土曜クラス…令和2年1月11日～5
月30日の土曜日午前10時～午後0時
40分・午 後1時40分 ～4時20分（1日2
講義。2月29日・5月2日は休講）、各ク
ラス全38回
※いずれのクラスも6月7日㈰午後1時
30分～5時に公開模試を実施します。

【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
と区内の中小企業に勤めている方、20名

（2クラスの合計）
【費用】36，000円（テキスト代等）
【申込み】はがきに2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、11月18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11月25日
㈪までにお知らせします。

● 11月30日㈯まで関連図書を展示しています
男女共同参画推進センター図書資料室（ウィズ新宿、荒木町16）では、DV防止

に関する図書資料などを展示しています。
● パネル展示

DV防止に関する資料や、女性に対する暴力根
絶の象徴「パープル（紫色の）リボン」を身に付け
る「パープルリボン運動」の資料を展示します。

【日時】11月19日㈫～29日㈮午前8時30分～午
後5時（29日㈮は午後4時まで）

【会場】区役所第1分庁舎1階ロビー

● 区配偶者暴力相談支援センターＤＶ相談ダイヤル

☎（52７3）2６７0（月～金曜日午前9時~午後5時）
● 区男女共同参画推進センター（ウィズ新宿）

悩みごと相談室

▶電話相談☎（3353）2000（月～土曜日午前10
時~12時・午後1時~3時30分）
▶男性相談員による電話相談☎（33４1）0905（土
曜日午後1時~3時30分）
▶面接相談（月～土曜日午前8時30分~午後5時に
☎（33４1）0801に事前予約）
● 区生活福祉課女性相談☎（52７3）388４（月～金
曜日午前8時30分~午後5時）
● 東京ウィメンズプラザ☎（5４６７）2４55（年末年始
を除く午前9時~午後9時）
● 東京都女性相談センター☎（52６1）3110（月～
金曜日午前9時~午後8時）
● 内閣府ＤＶ相談ナビ☎05７0（0）55210（お近く
の相談窓口を案内します。一部のIP電話からはつ
ながりません）
● 警視庁総合相談センター

☎（3501）0110
★夜間・緊急の場合は警察☎110、都女性相談セン
ター☎（52６1）3911へ。

区内でものづくり産業の同一業種に
10年以上携わり、優れた技術・技能を有
し、後進の指導に取り組む方を新宿もの
づくりマイスター「技の名匠」に認定して
います。

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

配偶者やパートナーからの暴力（DV）、
売買春、人身取引、セクシュアルハラスメン
ト、ストーカー行為などの暴力は女性が被
害者になることが多く、社会的な問題とな
っています。いかなる暴力も、決して許され
るものではありません。

国・地方公共団体では、女性への暴力を根絶
するための広報や啓発活動を実施しています。

【問合せ】男女共同参画課（ウィズ新宿、荒木町
16）☎（3341）0801（日曜日、祝日等を除く）へ。

暴力の例
身体的な暴力だけでなく、

相手を自分の思いどおりに
支配することも暴力です。
⃝身体的暴力…殴る、蹴る、
物を投げつける、髪を引っ
ぱる、首を絞める
⃝精神的暴力…怒鳴る、暴
言、無視、携帯電話やメール
等をチェックする
⃝性的暴力…性行為の強
要、避妊に協力しない
⃝経済的支配…生活費を渡
さない、働くことを禁じる
⃝社会的暴力…人前で侮
辱する、交友関係を制限す
る

※18歳未満の子どもの目
の前で配偶者に暴力をふる
うこと（面前DV）は児童虐
待に該当します。

新宿ものづくりマイスター

Ⓡ技の名匠
３名を認定
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ませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引きませむらなく均一に染める「引き
きり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼきり」と、ぼかしながら染める「ぼ
かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物かし染め」があり、反物のの両端両端両端をを吊吊
った状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染めった状態で表と裏の両方から染め
ますますます。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすため。糊や染料を乾かすためにに真真
夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業夏でもストーブを炊くなど、作業
は過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われは過酷な環境で行われますますます。丁寧丁寧丁寧
な色合わせで、な色合わせで、な色合わせで、な色合わせで、な色合わせで、な色合わせで、な色合わせで、な色合わせで、顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない顧客の「黒ではない
が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙が黒に限りなく近い色」という微妙
な要望にな要望にな要望にな要望にな要望にもも応え応え応えています。ています。ています。ています。ています。ています。

井上 正さ ん
和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3和光堂㈱　山吹町3４４11

金田 朝政さ ん
㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1㈲金田染工場　下落合1―1４４４――４４４

東京
染小紋

中村 隆敏さ ん
ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13ふじや染工房　高田馬場3―28―13

引染

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・講座・
催し等の
申し込み申し込み

はがき・ファックスの記入例

昨年のパネル展

区営住宅入居者募集
募集案内の配布は
　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪【募集戸数】　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪【募集戸数】　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪19　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪19　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪戸　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪戸　　　　　　 11月15日㈮～25日㈪

【申込資格】区内在住で住宅に困り、世帯の収入が
所得基準内（下表）の方。詳しくは、募集案内をご覧
ください。

【募集案内の配布】11月15日㈮～25日㈪に住宅課、
区政情報センター（本庁舎1階）、区役所第1分庁舎1
階受付、特別出張所、中央・四谷図書館で配布します

（施設の休館日を除く）。11月15日㈮からは、新宿区
ホームページでも取り出せます。

【申込み】募集案内に折り込みの申込書を郵送で住宅
課区立住宅管理係へ。11月26日㈫までの消印があり、
11月27日㈬までに到着したものを受け付けます。

● 優遇抽選制度
　平成23年5月以降の「高齢者単身者向」「障害者
単身者向」、平成27年5月以降の「シルバーピア単
身者向」の募集で区営住宅に申し込み、同一種別の
住宅で補欠を含む3回以上落選した方のうち、希
望する方には、1件の申し込みに付き抽選番号を2
つ割り当てます。

【問合せ】住宅課区立住宅管理係（本庁舎7階）
☎（5273）3787・㋫（3204）2386へ。

家族数 年間所得金額（円）
一般世帯 障害者等の世帯

単身者 0～189万６,000 0~25６万8,000
2人 0～22７万６,000 0～29４万8,000
3人 0～2６5万６,000 0～332万8,000

製本

ひとりで悩まずご相談ください

※４人以上は1人に付き38万円を加算
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