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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。 自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

住民記録・戸籍事務補助員

【対象】国籍を問わず、窓口・電話応対に
必要な日本語の文章理解・会話、パソコ
ンで簡単なキーボード入力ができる方
（外国籍の方で、採用予定日において就労
が制限される在留資格の方は除く）、数名
【勤務日時】月~金曜日午前9時～午後4
時または午前10時～午後5時（週30時間
を超えない範囲で土・日曜日や午後5時
以降の勤務あり）
【勤務場所】戸籍住民課
【勤務内容】各種証明書の請求等の窓口
受付、マイナンバーカード交付、電話応
対ほか
【報酬（月額）等】21万円程度。期末手当
あり。交通費は実費支給（上限あり）。社
会保険等に加入
【勤務期間】4月1日から1年間
【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次…面
接（2月22日㈯または23日㈷）
【申込み】所定の申込書（写真を貼る）と
小論文（テーマは募集案内に記載）を2月
4日㈫午後5時までに戸籍住民課調整係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎
1階）☎（5273）3622へ郵送（必着。封筒
の表に「選考書類在中」と朱書き）または
お持ちください。募集案内等は同係・特
別出張所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。

牛込 笥地域センター

事務職員

【対象】パソコン（ワード等）ができる
方、1名
【勤務期間】2月1日㈯～3月31日㈫
【勤務日時】月17日、1日5時間（主に午
後5時～10時。土・日曜日、祝日の勤務
あり）のシフト制
【勤務内容】事務全般、集会室等の利用
受け付け、施設管理ほか
【賃金（月額）】10万3,000円
【選考】▶1次…書類、▶2次…面接
【勤務場所・申込み】所定の履歴書（写真
を貼る）と質問票・作文を1月24日㈮午
後8時までに直接、同センター（簞笥町15）
☎（3260）3677（受け付けは午前9時30
分～午後8時）へお持ちください。履歴
書等は同センターで配布しています。

預かり保育担当員

【対象】国籍を問わず、幼稚園
教諭免許・保育士資格をお
持ちの方（取得見込みの方を含む）、4名
【採用予定日】4月1日
【勤務日時】原則として月～金曜日午前
11時30分～午後5時のうち5時間
【勤務場所】区立幼稚園
【勤務内容】預かり保育利用の幼児の保育
【報酬（月額）等】19万円程度。期末手当
あり。交通費は実費支給（上限あり）。社
会保険等に加入
【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次…
面接（2月15日㈯または16日㈰）
【申込み】小論文（課題は募集案内に記
載）と所定の申込書を1月31日㈮午後
5時までに学校運営課幼稚園係
（ 〒160-8484歌舞伎町1―5―1、第1
分庁舎4階）☎（5273）3103へ郵送（必
着）またはお持ちください。募集案内は
同係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。

四谷地区コミュニティ推進員

【対象】国籍を問わず、地域のコミュニ
ティ活動に理解があり、パソコン（ワー
ド・エクセル等）ができる方、1名
【採用予定日】4月1日
【勤務日時】原則として月～金曜日午前
9時～午後5時のうち6時間（週30時間
を超えない範囲で勤務日時の変更あ
り）
【勤務内容】地域コミュニティ団体の総
合的な活動支援に関する事務ほか
【報酬（月額）等】21万5,000円程度。期
末手当あり。交通費は実費支給（上限あ
り）。社会保険等に加入
【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次…
面接（2月下旬）
【勤務場所・申込み】所定の申込書（写真
を貼る）と小論文（テーマは募集案内に
記載）を2月3日㈪までに四谷特別出張
所（〒160-8581内藤町87）☎（3354）
6171へ郵送（必着）またはお持ちくだ
さい。募集案内は同出張所で配布して
いるほか、新宿区ホームページから取
り出せます。

生活向上相談員

【対象】国籍を問わず、社会福祉士か児
童指導員の資格をお持ちの方、または
保育士資格をお持ちで都道府県知事の
登録を受けている人（3月31日までに
取得見込みの方を含む）、1名
【採用予定日】4月1日
【勤務日時】月～金曜日のうち、週4日
午前8時30分～午後5時
【勤務場所】区役所本庁舎
【勤務内容】ひとり親家庭等の相談業務
ほか
【報酬（月額）等】22万8,000円程度。期
末手当あり。交通費は実費支給（上限あ
り）。社会保険等に加入
【選考】▶1次…書類・作文、▶2次…面
接（2月中旬）
【申込み】履歴書（写真を貼る）、資格証
（写し）、作文（テーマは募集案内に記
載）を1月29日㈬までに子ども家庭課
育成支援係（〒160-8484歌舞伎町1―
4―1、本庁舎2階）☎（5273）4558へ郵
送（必着）またはお持ちください。募集
案内は同係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。

学校栄養士

【対象】国籍を問わず、栄養士の資格を
お持ちの方（3月31日までに取得見込
みの方を含む）、20名
【採用予定日】4月1日
【勤務日時】原則として月～金曜日午前
8時15分～午後3時45分
【勤務場所】区立小・中学校、学校運営
課
【勤務内容】学校給食の栄養・衛生管
理、献立作成ほか
【報酬（月額）等】22万9,000円程度。期
末手当あり。交通費は実費支給（上限あ
り）。社会保険等に加入
【選考】▶1次…書類、▶2次…面接（2月
15日㈯または16日㈰）
【申込み】所定の申込書を1月31日㈮
ま で に 学 校 運 営 課 保 健 給 食 係
（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、第1
分庁舎4階）☎（5273）3098へ郵送（必
着）またはお持ちください。募集案内は
同係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。

学習指導支援員・

幼児教育推進員（乙）

①学習指導支援員
【対象】国籍を問わず、小・中学校教諭・
特別支援学校教諭普通免許状をお持ち
の方（3月31日までに取得見込みの方
を含む）、15名程度
【勤務場所】区立小・中学校、特別支援学校
【勤務内容】授業（学習指導）、校務の補
助ほか
②幼児教育推進員（乙）
【対象】国籍を問わず、幼稚園の教諭免
許状をお持ちの方（3月31日までに取
得見込みの方を含む）、1名
【勤務場所】区立幼稚園
【勤務内容】保育指導、園務の補助ほか

………＜①②共通＞………
【勤務期間】4月1日から1年間
【勤務時間】原則として月~金曜日、週
平均30時間
【報酬（月額）等】22万円程度。期末手当
あり。交通費は実費支給（上限あり）。社
会保険等に加入
【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次…
面接（2月中旬予定）
【申込み】所定の申込書と小論文を1月
31日㈮午後5時までに教育指導課教職
員係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、
本庁舎4階）☎（5273）3078へ郵送（必
着）またはお持ちください。募集案内は
同係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。

学校経営推進員

【対象】国籍を問わず、パソコン（ワー
ド・エクセル等）ができる方、29名
【採用予定日】4月1日
【勤務日時】原則として月～金曜日午前
8時～午後4時45分のうち6時間
【勤務場所】区立小学校
【勤務内容】副校長補佐、私費会計補助
ほか
【報酬（月額）等】21万円程度。期末手当
あり。交通費は実費支給（上限あり）。社
会保険等に加入
【選考】▶1次…書類、▶2次…面接（2月
15日㈯または16日㈰）
【申込み】所定の申込書を1月31日㈮まで
に教育調整課管理係（〒160-8484歌舞
伎町1―4―1、本庁舎4階）☎（5273）3070
へ郵送（必着）またはお持ちください。募
集案内は同係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。

図書館奉仕員

【対象】司書または司書補の資格をお持
ちの方（3月31日までに取得見込みの
方を含む）、1名程度
【勤務日時】週5日（1日6時間。週休日は
4週を通じて8日）
【勤務場所】中央図書館・こども図書館
【勤務内容】図書館資料の貸し出し・返
却・レファレンス、資料整理ほか
【報酬（月額）】21万円程度
【選考】▶1次…書類・作文、▶2次…面
接（2月12日㈬を予定）
【申込期限】1月26日㈰。申し込み方法
等は募集案内をご覧ください。募集案
内は、区立図書館で配布（休館日を除く）
しているほか、区立図書館ホームペー
ジ（㋭https://www.library.shinjuku.
tokyo.jp/）から取り出せます。
【問合せ】中央図書館管理係（大久保3
―1―1）☎（3364）1421へ。

芸術サロン・映画会

●名作DVD上映「阿古屋」
【日時】1月18日㈯午後2時～3時20分
（午後1時45分開場）
【会場･申込み】当日直接、四谷地域セン
ター（内藤町87）☎（3351）3314へ。先
着80名。

牛込 笥地域まつり 

【日時】1月19日㈰午前9時30分～午後
3時（時間はイベントごとに異なります）
【会場・内容】▶牛込簞笥地域センター
（簞笥町15）…地域の小･中学生の書初
め展、作品展、模擬店ほか、▶牛込簞笥
区民ホール（簞笥町15）…地域セン
ター登録団体の発表会、▶あさひ児童
遊園（横寺町52）…模擬店ほか（雨天時
は同地域センターで実施）
【主催・問合せ】牛込簞笥地域センター
管理運営委員会☎（3260）3677へ。

新宿中央公園植物クラブ

●冬芽観察会
【日時】1月28日㈫午前10時～12時（雨
天実施）
【持ち物】ルーペ（拡大鏡）、飲み物
【集合場所・申込み】1月27日㈪までに
電話で同公園管理事務所（西新宿2―
11―1）☎（3342）4509へ。

ビジネス講座

●他の何者でもない、
　自分自身の取り扱い方
【日時】1月28日㈫午後7時～9時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）
【内容】本気でLIFE SHIFT（自分の人生を自
分で進化し続ける）人が手にするべき3つ
のスキル、人生100年時代の働き方・学び
方・遊び方・人間関係についての講話ほか
【申込み】1月17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30名。

映画上映会～迎春

●父と暮らせば
【日時】1月31日㈮午後4時30分～6時
30分（午後4時開場）
【会場・申込み】当日直接、鶴巻図書館
（早稲田鶴巻町521）☎（3208）2431
へ。先着20名。

セミナー「コーヒーから知る

エチオピア」

【日時】2月1日㈯午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保2
―12―7）
【内容】エチオピア伝統の「コーヒー・セ
レモニー」の体験・茶道具の展示
【申込み】1月17日㈮から電話で大久保
図書館☎（3209）3812へ。先着20名。

ビジネス支援セミナー

●セルフ・プロデュース講座～シナリオ
の技術で描く「わたしの2020」

【日時】2月1日㈯午後2時～4時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）
【申込み】1月17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。

ワールド・カフェ・キャラバン

知的体験ソーシャルサロン

①2050年の便利グッズ
　～「時代」と「モノ」の関係性
AFP通信社の最新海外ニュースコ
ンテンツを使い、意見交換します。
【日時】2月2日㈰午後2時～4時
【対象】小学生以上、20名
【会場・申込み】1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。先着順。
②宇宙空間が私たちにもたらす影響とは
～宇宙を旅する日に備えて

【日時】2月9日㈰午後2時～4時
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―101）
【対象】小学生以上、30名
【内容】MIT（マサチューセッツ工科大
学）の中高生向けSTEM教育教材の動

画を使用したワークショップ
【申込み】1月17日㈮から電話または直
接、戸山図書館（戸山2―11―101）
☎（3207）1191へ。先着順。

文化シリーズ（歌と演奏）

●若松地域在住の作詞・作曲家と
　家族によるファミリーコンサート
【日時】2月2日㈰午後2時～4時（午後1
時30分開場）
【出演】いまむら瞭／ギター、今村夏海／
メキシカンアルパ、大澤裕貴／ピアノ
【対象】小学生以上、100名
【会場・申込み】当日直接、若松地域セン
ター（若松町12―6）☎（3209）6030
へ。先着順。

オペラ鑑賞の集い

●映像によるオペラ鑑賞
【日時・内容】▶2月6日㈭…プッチーニ
作曲／歌劇「トゥーランドット」全曲
（2時間14分）、▶3月5日㈭…オッフェ
ンバック作曲／喜歌劇「美しきエレー
ヌ」（2時間7分）、いずれも午後2時から
（午後1時45分開場）
【会場・申込み】当日直接、若松地域セン
ター（若松町12―6）☎（3209）6030へ。

遊びの達人養成講座

【日時】2月15日㈯午後1時～4時30分
【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）
【対象】18歳以上、50名
【内容】アイスブレーキングゲーム（初
対面のコミュニケーションが円滑にな
る手法）の解説と体験
【費用】1,500円（資料代等）
【持ち物】運動靴、飲み物。動きやすい服
装でおいでください。
【共催】新宿区
【申込み】はがきかファックスに3面記
入例のほか年齢を記入し、2月8日（必着）
までにNPO法人新宿区レクリエーショ
ン協会・金子和子（〒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。

シンポジウム

「まちづくりとNPO」

●市民による元気で楽しいまちづくり
【日時】2月15日㈯午後1時30分～4時
30分
【内容】▶基調講演（講師は鈴木輝隆／
立正大学経済学部特任教授）、▶活動紹
介（発表はNPO法人粋なまちづくり倶
楽部、NPO法人ときがわ山里文化研究
所、認定NPO法人サービスグラント）
ほか
【費用】500円（資料代等）
【会場・申込み】電話かファックス・電子
メール（3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(毎月第2火
曜日を除く午前9時～午後8時)・㋫（5386）
1318・㋱hiroba@s-nponet.netへ。定
員50名。

メイクで私を取り戻す 実践から学ぶ

アフターDV卒業のステップ

●メイクアップセラピストによる講座
【日時】2月21日㈮午後2時～4時
【会場・申込み】1月17日㈮から電話か
ファックス（3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20名。託児あり（2月4日㈫までに電
話予約（区内在住の1歳～未就学児、先
着3名））。

戸塚ふれあいボッチャ大会

　参加者には、賞品・参加賞（東京2020
大会公式グッズ）があります。
【日時】2月22日㈯午前9時～午後0時
30分（受け付けは午前8時45分から）
【会場】西早稲田中学校（戸山3―20―2）
【対象】戸塚地区在住の方、20チーム（1
チーム3名）
【申込み】1月20日㈪から所定の申込書
をお持ちの方はファックスで、お持ち
でない方はチーム代表者が電話で戸塚
特別出張所☎（3209）8551・㋫（3207）
1861へ。先着順。

男性向け料理講座 

●簡単にできる野菜たっぷり家庭料理
【日時】2月19日㈬午前10時～午後1時
【対象】区内在住の男性、12名
【会場・申込み】1月17日㈮から電話かフ
ァックス（3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。

かんたん料理教室 

【日時】2月20日㈭午後6時
30分～8時30分
【会場】牛込簞笥地域センター（簞笥町15）
【対象】区内在住・在勤・在学の18歳～
おおむね50歳、15名程度
【メニュー】豆腐の辛味焼きほか
【費用】500円（材料費）
【申込み】1月17日㈮～2月10日㈪に電話
かファックス（3面記入例のとおり記入）で
健康づくり課健康づくり推進係（第2分
庁舎分館1階）☎（5273）3047・㋫（5273）
3930へ。先着順（今年度、同料理教室に
初めて参加する方を優先します）。

女神湖スキー教室

【日時】3月19日㈭午後7時30分に新宿コ
ズミックセンター（大久保3―1―2）集合、
22日㈰午後7時30分解散。往復バス利用
【会場】白樺高原国際スキー場、宿泊先は
女神湖高原学園（いずれも長野県立科町）
【対象】小学3年生以上、17名（高校生ま
では保護者同伴）
【内容】基礎スキー講習（希望
者にはバッジテストあり）
【費用】1人37,000円（3泊5食・往復バス代・
講習代。バッジテストは別途負担あり）
【主催・申込み】往復はがきか電子メール
で3面記入例のほか年齢・性別・保護者
氏名を記入し、1月31日（必着）までに区
スキー連盟・小林哲男（〒167-0031杉
並区本天沼2―32―16）☎080（5094）
6923・㋱fukafukanoyuki@yahoo.
co.jpへ。応募者多数の場合は抽選。

★交通規制にご理解・ご協力を

　お願いします

　大会当日は、右記のとおり交通規制を
実施します。
　大会について詳しくは、ホームペー
ジ（㋭https://www.shinjukucity-
halfmarathon.jp/）でご案内しています。
★沿道での温かい応援をお願いします

　約10,000人のランナーが、明治神宮野
球場（霞ヶ丘町3―1）をメイン会場に、新
宿のまちを駆け巡ります。
【時間・内容】▶開会式…午前8時から、
▶ハーフマラソン…午前8時30分から、
▶スペシャルラン…午前11時5分から、
▶10km…午前11時10分から、▶ひよこ
…午後0時20分から、▶2km…午後1時
25分から、▶3km…午後2時35分から
※マラソン出場者の募集は終了しています。
【問合せ】新宿シティハーフマラソン・区
民健康マラソン実行委員会事務局（新宿
未来創造財団内）☎（3232）7701・㋫（3209）
1833へ。

同時開催 第5回日本ⅠⅠDハーフマラソン選手権大会1月26日（日）

※ランナー通過時には歩行
者・自転車のコース横断が
制限されます。スタッフの
指示に従って通行してくだ
さい。
※都営バス「白61」「高71」
「宿75」「黒77」「早81」「品
97」系統、ハチ公バス（神宮
の杜ルート）は、時間により
休止・迂回・短縮運行になり
ます。
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