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11月は児童虐待防止月間

　東京都では、親と暮らすことのできない
子どもたちを一定期間、家庭に迎えて養育
していただく「養育家庭（里親）制度」を推進
しています。
　「里親月間」の期間中、里親制度普及のため
のパネル展や里親体験発表会を開催します。
★区では、「新宿区子どもショートステイ協
力家庭」を募集しています。詳しくは、お問
い合わせください。

【日程】１１月１7日㈫～１2月１3日㈰（休館日
を除く）
【会場】中央図書館（大久保3―１―１）
【内容】里親制度、養育家庭体験談等のパネ
ル、関連図書・資料の展示

【日時】１１月2１日㈯午前１０時3０分～午後０
時3０分（午前１０時開場）
【会場】四谷区民ホール（内藤町８7）
【内容】DVD上映、養育家庭（里親）体験発
表、個別相談会ほか
※保育を希望する方は、１１月９日㈪から電話
で子ども家庭支援課総合相談係へ。先着４名。

　心配な子どもや保護者を見か
けたら、できるだけ「どうしまし
たか」と声を掛けてください。ま
たは、子ども総合センター・子ど
も家庭支援センターにご連絡く
ださい。
　あなたの一言が、親子を救うき
っかけになります。

体罰などによらない子育てを

周りの行動が親子を救います

子育てに困ったら

まず ご相談ください

　１１月25日㈬から、区内児童館・子ども家庭支援セ
ンター・親と子のひろば・区立図書館・保健センター
等で児童虐待防止周知グッズ（組立式ペンギン貯金
箱）を配布します（無くなり次第終了）。

児童虐待防止を知ってもらうために

周知グッズを配布します

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

センター（所在地） 電話・ファックス
信濃町（信濃町20） ☎（3357）6855・㋫（3357）6852
榎町（榎町36） ☎（3269）7345・㋫（3269）7305
中落合（中落合2-7-24） ☎（3952）7752・㋫（3952）7164
北新宿（北新宿3-20-2） ☎（3362）4152・㋫（3365）1122

■ 子ども総合センター ☎（3232）0675
　 新宿7―3―29、新宿ここ・から広場内
　 午前8時30分～午後7時（日曜日・祝日は午後5時まで）

■ 児童相談所 ☎1
いちはやく

8 9（全国共通3桁ダイヤル）
　 24時間受け付け

■ 子ども家庭支援センター
　 月～金曜日、午前8時30分～午後5時

相談先
あなたの子育ての力になります

★ 養育家庭（里親）体験発表会

★ 養育家庭（里親）普及パネル展

10月・11月は 里親月間

　子どもは、たたかれたり怒鳴られたりすると、一時
的に言うことを聞くかもしれませんが、それは恐怖
心から行動したものであり、言うことを理解したわ
けではありません。
　さらに、体罰は子どもの心身に以下のような悪影
響が生じる原因になる可能性があります。
▶感情をうまく表せなくなる
▶一つのことに集中できなくなる
▶暴力などにより他人に自分の要求を強制してもよ
いという意識が刷り込まれる
　一方、親が関わり方を変えることで、子どもの心身
に生じた悪影響は改善できます。子育てに悩みがあ
る方は、お早めにご相談ください。

新型コロナの感染状況により、今後、
イベント等を中止・変更する場合があります

　最新の情報は、新宿区ホームページまたは各主催者・各施設に直
接、ご確認ください。

　「子どもが言うことを聞いてくれなくて、たたいたり怒鳴
ったりしたくなる」「子育てで時々、どう育ててよいか分か
らないときがある」といったことは、決して特別なことでは
なく、同じように悩んでいる人はたくさんいます。子育てに
少しでも困ったら、ご相談ください。

【問合せ】子ども家庭支援課総合相談係☎（3232）0675・
㋫（3232）0666へ。



（2）第 2336号 …イベント …講座 令和2年（2020年）11月5日発行イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

◎年末調整等説明会中止のお知らせ◎年末調整等説明会中止のお知らせ◎年末調整等説明会中止のお知らせ◎年末調整等説明会中止のお知らせ◎年末調整等説明会中止のお知らせ◎年末調整等説明会中止のお知らせ◎年末調整等説明会中止のお知らせ

　例年実施している年末調整等説明会は、新型コロナ感染拡大防
止のため、開催を中止します。
　なお、年末調整に関する各種情報は、国税庁ホームページ内の「年
末調整がよくわかるページ」（㋭https://www.nta.go.jp/users/
gensen/nencho/index.htm）でご案内しています。

　区内在学の中学生の「税の作文」を展示します。
【日時】11月11日㈬～17日㈫午前８時30分～午後５時

階ロビー

◎税の無料相談 ◎税の無料相談 

●東京税理士会四谷支部主催
　開催日前日までに電話での予約が必要です。

【日時】11月14日㈯・16日㈪午後1時～4時
【会場】東京税理士会四谷支部（四谷3―7
―6、NK第８ビル２階）

【問合せ】同支部☎（33５7）4８５８へ。
●東京税理士会新宿支部主催
　当日開催時間までに電話での予約が必要です。

【日時】11月11日㈬・13日㈮午後1時～4時
【会場】東京税理士会新宿支部（西新宿7―1５―８、日販ビル3階）
【問合せ】同支部☎（336９）3２3５へ。

区営住宅入居者募集募集案内の配布は
11月16日㈪～30日㈪

　募集住戸や申し込み資格等の詳細は、
募集案内をご覧ください。

【募集戸数】２3戸
【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（右表）の方

【募集案内の配布】11月16日㈪～30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、区立中央・四谷・鶴巻図書館で配布します（施設の休館日を除
く）。11月16日㈪からは、新宿区ホームページからも取り出せます。

【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16日㈪～1２
月1日㈫の消印があり、1２月２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

※4人以上は1人に付き38万円を加算

暮らしの講座

「おひとりさまの経済学」 

【日時】11月２1日㈯午
後２時～4時

【会場】戸山生涯学習
館（戸山２―11―101）

【内容】ひとりになっ
たときのお金と老後への備えほか（講
師は三輪鉄郎／行政書士）　

【申込み】11月7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1５名。

家具長持ち講座 

【日時】11月２８日㈯午後1時30分～3時
30分

【対象】区内在住・在勤・在学の方、6名
【内容】椅子座面の張り替え体験
【会場・申込み】11月7日㈯から電話ま
たは直接、西早稲田リサイクル活動
セ ン タ ー（ 西 早 稲 田3―1９―５）
☎（５２7２）５374（月曜日休館）へ。先着
順。

講座「誰でも簡単！自分でできる

ストレスケア」（オンライン） 

●よりよい人生を生きるための
　認知行動療法
　YouTubeを利用してセミナーの動
画（約９0分）を配信します。申込者へ動
画サイトのURLをお送りします。

【配信期間】1２月3日㈭～９日㈬
【 対 象 】区 内 在 住・在 勤・在 学 で、

YouTube動画配信を視聴できる機器
をお持ちの方

【講師】小室知津子／脳科学・認知行動
療法士

【申込み】11月7日㈯からチラシ裏面
の申込用紙をファックス等で男女共同
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。チラシは同
センター、特別出張所、区立図書館等で
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。先着100名。

消費者講座「住宅設備の点検

と身の回りの安全」 

●新宿消費生活センター委託事業
【日時】1２月1９日㈯午前10時～1２時
【会場】戸塚地域センター（高田馬場２
―1８―1）

【対象】区内在住・在勤・在学の1８歳以
上、２4名

【内容】身近に起きている家庭内事故を
知り、安全な暮らしへの理解を深める

【申込み】往復はがきか電子メール（3
面記入例のほか、年代を記入）で11
月30日（必着）までに全国消費生活
相談員協会事務局（〒103-001２中央
区日本橋堀留町２―3―５、グランド
メ ゾ ン 日 本 橋 堀 留101）☎（５614）
0５43・ ㋱shinjuku-uketuke@zenso.
or.jpへ。応募者多数の場合は抽選。

事業者向け省エネセミナー

（オンライン） 

　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
たオンライン講座です。Zoomでの視
聴ができない方は、環境学習情報セン

ターでご覧いただけます（10名まで）。
【配信日時】1２月1５日㈫午後２時～4時
30分

【内容】CO２排出量を削減し「脱炭素」社
会を創るヒント（講師は﨑田裕子／ジ
ャーナリスト・環境カウンセラー、浅井
豊司／㈱フルハシ環境総合研究所所長）

【会場・申込み】1２月９日㈬までにフ
ァックスか電子メール（3面記入例の
ほか希望する受講方法（オンライン・
研修室の別）を記入）で環境学習情報
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。当選者には、視聴方法等をメール
でお知らせします。

中小企業で働く方向けWeb通信式

実務講座（オンライン） 

● LEC東京リーガルマインド提携
【受講科目・費用】いずれか1科目を選
択して受講できます（費用はいずれも
テキスト代を含む）。
▶①登録販売者試験「合格スタンダー
ドパック」…30，000円
▶②3級FP合格パック…５，000円
▶③２級FP・AFP対策パック…46，000円
▶④簿記3級パーフェクトパック…
５，000円
▶⑤簿記２級パーフェクトパック…
30，000円
※詳しくは、「ぱる新宿」のホームペー
ジ（㋭https://www.pal-shinjuku.jp）
をご覧ください。

【対象】区内在住で中小企業に勤めてい
る方、区内の中小企業に勤めている方、

各講座２0名
【申込み】はがきかファックス（3面記
入例のほか勤務先の名称・所在地・電
話番号を記入）で、11月16日（必着）
までにぱる新宿（〒160-00２２新宿7
―3―２９、区 勤 労 者・仕 事 支 援 セ ン
タ ー 勤 労 者 サ ー ビ ス 課 ）☎（3２0８）
２311・㋫（3２0８）3100へ。はがき・ファ
ックスは1人1枚。応募者多数の場合は
抽選し、当選者には11月２4日㈫までに
受講案内を発送します。

新宿駅東口地区地区計画

（原案）の説明会・縦覧等

●説明会
【日時】11月1９日㈭▶①午後２時30分
～4時、▶②午後6時30分～８時（２回と
も同じ内容）

【会場】区立産業会館（西新宿6―８―２、
BIZ新宿）

【申込み】11月９日㈪から電話かファ
ックス（3面記入例のほか、希望時間

（①②の別）を記入）で新宿駅周辺まち
づくり担当課（本庁舎7階）☎（５２73）
4２14・㋫（3２0９）９２２7へ。各回先着60
名。手話通訳あり。
●縦覧・意見書の提出
　地区内の土地・建物の所有者または
一定の利害関係者で原案の内容に意見
がある方は、意見書を提出できます。

【縦覧期間】11月17日㈫～30日㈪
【意見書の提出期間】11月1８日㈬～1２
月８日㈫

【縦覧場所・意見書の提出先】同課へ。

　｢税を考える週間｣の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に
「くらしを支える税」をテーマとした特設ページを設け、国税庁の
各種取り組みについて、最新データや動画を交えてご紹介します。

【問合せ】 7776・四谷税務署 44５1へ。

【募集期間】11月９日㈪～30日㈪
【対象】▶新宿消費生活センター分館の登録団
体
▶区の消費者行政に協力する団体
▶区内で活動するボランティア・NPO等の
社会貢献的活動団体 ほか

【対象事業】令和２年4月1日～3年3月31日
に実施する消費者市民社会または消費生活
に関する学習、講演会、調査・研究、普及啓発
活動などの公益性のある事業
※他の補助を受けている事業、営利、政治活
動を主とする事業は除く

【助成額】対象事業経費の3分の２以内（1事業
２0万円・年間助成額40万円を限度とする）

【助成金の交付】審査会で審査の上、助成の可
否と上限金額を決定。事業完了後に実績報告
を受け、助成金額確定後に交付。

【申込み】事前連絡の上、募集期間内に所定の
申請書、団体の会則・規約、年間の活動予定・収
支予算書を消費生活就労支援課（第２分庁舎3
階）☎（５２73）3８34へお持ちください。申請書
等は、同課で配布しているほか、新宿区ホーム
ページからも取り出せます。

消費者団体の活動に必要な経費を助成します

11月11日～17日は
税を考える週間

テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」テーマは「くらしを支える税」

消費生活に関する学習・講演会等を実施している団体の方へ消費生活に関する学習・講演会等を実施している団体の方へ消費生活に関する学習・講演会等を実施している団体の方へ
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元気な高齢者向け体力測定 

【日時】12月4日㈮・11日
㈮いずれも午後2時～4時
【会場】信濃町シニア活動
館（信濃町20）
【対象】区内在住の65歳
以上で2日間とも参加でき、医師から
運動を禁止されていない方、15名
※体の状態により参加をお断りする場
合があります。
※令和2年度に実施した体力測定を受
けた方は参加できません。
【内容】▶1日目…運動機能・脳年齢の
測定、▶2日目…1日目の測定結果をも
とにした個別相談、ミニ講座
【持ち物】室内履き、飲み物。動きやすい
服装でおいでください。
【申込み】11月9日㈪～27日㈮に地域
包括ケア推進課介護予防係（本庁舎2
階）☎（5273）4568へ。先着順。

シニア活動館の催し 

　区内在住の50歳以上が対象です。
◎戸山シニア活動館
①江戸時代の朝鮮通信使
【日時・定員】11月21日㈯午後2時～3
時30分（50名）
【内容】260年続いた平和の交隣関係
（解説は高麗博物館スタッフ）
②戸山の歴史を語り継ぐ集い
【日時・定員】11月22日㈰午後2時～4
時（50名）
【内容】幕末維新と徳川慶勝
【共催】新宿区史跡めぐりの会、生涯現
役の会

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】11月7日㈯から電話ま
た は 直 接、同 館（ 戸 山2―27―2）
☎（3204）2422へ。先着順。
◎西新宿シニア活動館
●お花で遊ぶはがき作り
【日時・定員】11月27日㈮午後2時～4
時（10名）
【内容】押し花でクリスマスカード作り

【費用】300円（材料費）
【会場・申込み】11月7日㈯から電話ま
たは直接、同館(西 新 宿4―8―35)
☎（3377）9380へ。先着順。

障害者福祉センターの講座

【日時・内容・定員】▶①いきいき健康…
月曜日午前10時~11時30分（初回は
12月7日）全13回（8名）、▶②軽体操…
木曜日午前10時~11時30分（初回は
12月3日）全13回（12名）、▶③かごあ
み…12月14日㈪午後1時~3時（8名）
【費用】1回100円（③は別途300円が必
要）。減免制度あり
【会場・申込み】11月18日㈬までに電話
かファックス（3面記入例のほか希望
講座（①~③の別）、障害名、手帳の種類
を記入）または直接、同センター（戸山
1―22―2）☎（3232）3711（日曜日、祝
日等を除く）・㋫（3232）3344へ。応募
者多数の場合は障害者手帳をお持ちの
方を優先します。定員に余裕がある場
合は家族も参加できます。①はタオル
をお持ちください。

在宅で障害者や高齢者を介護

している方へ

　在宅で障害者や高齢者
を介護している方が新型
コロナに感染した場合
に、介護が必要なご家族が安心して生活
できるよう、区ではご家族の施設への一
時入所などの相談をお受けしています。
【問合せ】▶障害者を介護している方…
障害者福祉課支援係☎（5273）4583、
▶高齢者を介護している方…高齢者
支援課高齢者相談第一係☎（5273）
4593・高齢者相談第二係☎（5273）
4254（いずれも本庁舎2階）へ。

【問合せ】同センター（〒160-0022新宿7―3―29、新宿ここ・から広場しごと棟）
☎（3209）3181・㋫（3209）4288・㋭https://web.sjc.ne.jp/shinjuku/

シルバシルバシルバシルバー
人材センタ人材センタ人材センタ人材センターー

カード形式で交付
できるようになりました

同センターパソコン教室受講生募集

教室名 主な内容 日程（各教室2日制） クラス

Ａ
初めての
パソコン

パソコンの動かし方、
マウス操作、文字入力の基礎 12月1日㈫・2日㈬ 午前・午後

Ｂ ワード基礎 文書作成の基本操作
イラスト入りの文書作り 12月3日㈭・10日㈭ 午前・午後

Ｃ ワード中級 表作成機能を使った見やすい文書作り 12月16日㈬・23日㈬ 午前

Ｄ ワード活用 アート機能などを使った、見栄えの良い
文書作り 12月17日㈭・24日㈭ 午前

Ｅ エクセル基礎 データ入力・数式の使い方、表作成 12月4日㈮・11日㈮ 午前・午後
Ｆ エクセル中級 集計表・グラフの作成 12月16日㈬・23日㈬ 午後
Ｇ エクセル活用 データベース操作（データの並び替え・抽出） 12月17日㈭・24日㈭ 午後

Ｈ
インターネット・
メール講座

インターネットの使い方、メール作成、
送受信 12月15日㈫・22日㈫ 午前

I 年賀状作成 ワードで年賀状を作成 12月8日㈫・9日㈬ 午前・午後

●申請時にカード形式・紙形式のどちらかを選択できます
10月から、カード形式の手帳の交付が始まりました。
身体障害者手帳・愛の手帳をすでにお持ちの方は、再交付申請をすれば、

カード形式の手帳に切り替えることができます。精神障害者保健福祉手帳
は、新規・更新・等級変更・都外からの転入の申請時にカード形式の手帳を選
択できます。
カードはプラスチック製で運転免許証等と同じ大きさ、写真は白黒です（IC
チップ等は非搭載）。紙形式の手帳と同様、紙の別冊（備考欄・メモ欄）とカバー
を配布します。
【申請先・問合せ】▶身体障害者手帳・愛の手帳…障害者福祉課相談係（本
庁舎2階）☎(5273)4518・㋫（3209）3441、▶精神障害者保健福祉手帳…
牛込（弁天町50）☎（3260）6231・㋫（3260）6223・四谷（四谷三栄町10―
16）☎（3351）5161・㋫（3351）5166・東新宿（新宿7―26―4）☎（3200）
1026・㋫（3200）1027・落合（下落合4―6―7）☎（3952）7161・㋫（3952）
9943の各保健センターへ。

NPO活動に関する催し NPO活動に関する催し NPO活動に関する催し NPO活動に関する催し 

●年齢にかかわらず受講できます
【日時・内容等】下表のとおり。午前クラス
は午前9時30分～午後0時20分、午後クラ
スは午後1時～3時50分、各全2回
【対象】区内在住・在勤で、Aはパソコン未
経験の方、BEHIは文字入力・CDはワー
ドの基本操作・FGはエクセルの基本操作

ができる方、各クラス4名
【費用】Aは3,000円、B～Iは4,000円（2日
分。別途テキスト代500円）
【会場・申込み】11月9日～19日（必着）に
はがきかファックス（3面記入例のほか希
望クラス（日程とABEIは午前・午後の別）
を記入）で同センターへ。先着順。

　同センターでは、長年の知識や経験を生かして就業を希望する区内在住の60
歳以上の方が会員登録し、「児童の登下校の見守り」「学校事務」などの
仕事を通じて地域で活躍しています。
11月から、インターネットで「入会説明会」を受けられるようになり
ました。右記QRコードから視聴できます。視聴後、専用フォームから
入会を申し込めます。後日、同センターで個別面談等を30分程度受けた上で会員
登録ができます。詳しくは、同センターホームページでもご案内しています。

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。
※電子メールは、件名に
講座・催し名を記入。

講座・催し等の講座・催し等の
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

障害者手帳

　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用
したオンライン講座です。
【日時】11月12日㈭午後6時45分～8
時45分
【内容】日系人の法的・社会的地位向
上（語り手はNPO法人フィリピン系

日系人リーガルサポートセンター）
【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ネットワーク協議会
事 務 局 ☎（5206）6527・㋫（5386）
1318・㋱hiroba@s-nponet.netへ。

市民とNPOの交流サロン（オンライン）

自宅等からインターネットで（30分程度）

→

入会手続きの流れ

【配布場所】▶同課、▶清風園（中落合1―7―26）、▶中落合高齢者在宅サービスセン
ター（中落合1―7―1）、▶中落合（中落合2―7―24）・▶上落合（上落合2―28―8）・
▶下落合（下落合3―12―33）地域交流館、▶落合第一（下落合4―6―7）・▶落合第二
（中落合4―17―13）特別出張所

インターネットで入会説明会を
視聴できるようになりました

中落合高齢者在宅サービスセンター（中落合1―7―1）内に地域交流スペースを令
和3年10月に整備する予定です。7月に実施した区民の皆さんからの意見募集の結果
を踏まえ、整備概要をまとめました。概要は、新宿区ホームページにも掲載しています。

同センターで（30分程度）

中落合高齢者在宅サービスセンター内地域交流スペース
整備概要を整備概要を配布してい配布していまますす 【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。

①公開シンポジウム「Withコロナ
　社会でのNPO活動の進め方」
【日時】11月28日㈯午後1時30分～4時
【内容】事例発表とパネルディスカッ
ション（NPO法人全国こども食堂支
援センター・むすびえ、NPO法人
POSSEほか）
【費用】500円（資料代）
②プロボノとNPOの交流事業
●社会を支える新しい支援
　「プロボノ」とは
【日時】11月13日㈮午後6時30分～9時
【内容】▶基調講演（講師は曽根泰夫・
COACH/HRD人事コンサルタント）、
▶活動紹介（NPO法人サービスグラン
ト・BLP-Network・NPO藤沢市民活動
推進機構）、▶トークセッション
【費用】500円（資料代）
③新宿NPO活動基礎講座
●個人情報管理
【日時】12月3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、
これから始める方
【講師】三木由希子（NPO法人情報公
開クリアリングハウス理事長）
【費用】1,000円（資料代等）
⃝基礎から学ぶ!会計入門
【日時】12月1日㈫午後6時45分～8時
45分・5日㈯午後1時～3時、全2日
【講師】田中義幸（NPO法人日本公会
計支援協会理事長・公認会計士）
【費用】各回1,000円（資料代等）

……＜①～③共通＞……
【会場・申込み】11月7日㈯から電話
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・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。各回先
着20名。いずれもオンライン聴講（費
用は、①は500円・②③は各回1,000円）
もできます。詳しくは、同センターホー
ムページ（㋭https://snponet.net）へ。

⃝入会説明会を視聴
⃝入会申し込み
⃝個別面談の予約

⃝入会登録手続き
⃝接遇研修受講
⃝就業相談（仕事の紹介）
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イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

…イベント …講座

秋の作品展示会 

【日時・内容】▶11月10日㈫～17日㈫
…くぢら俳句会の作品
▶11月20日㈮～27日㈮…書友柳翠会
の作品
【会場・問合せ】戸塚地域センター（高田
馬場2―18―1）☎（3209）8001へ。

イクメン＆イキメン講座 

● 夫婦のパートナーシップと
　コミュニケーション
【日時】12月5日㈯午前10時～
11時30分
【対象】区内在住の未就学児と父親、6
組（お子さんが複数の場合はご相談く
ださい）
【講師】高祖常子／NPO法人ファザーリ
ングジャパン代表・子育てアドバイザー
【会場・申込み】11月24日㈫までに電話
または直接、ささえーる 薬王寺（市谷

写真展

「とあるイランの街の一風景」 

　イランの日常生活や文化を街並みの
写真で紹介します。
【日時】11月13日㈮～12月28日㈪午前
9時～午後9時45分（休館日を除く）
【協力】愛甲恵子／ペルシャ語翻訳者
【会場・問合せ】大久保図書館（大久保2
―12―7）☎（3209）3812へ。

朗読で聴く怪談

第11回「小泉八雲の世界」 

　若松地区ゆかりの作家・小泉八雲の

怪談「ろくろ首」「かがみの少女」を尺八・
薩摩琵琶の生演奏を交えて朗読します。
【日時】11月29日㈰▶①午後1時～2時10
分、▶②午後3時30分～4時40分（①②
とも同じ内容。開演時間の各30分前開場）
【対象】小学生以上、50名（小学1～3年
生は保護者同伴）
【朗読】河原田ヤスケ、高宮千尋／いず
れも俳優
【主催】若松地域センター管理運営委員
会
【会場・申込み】往復はがきかファック
スに3面記入例のほか、希望時間（①②
の別）を記入し11月18日（必着）までに
若松地域センター（〒162-0056若松
町12―6）☎（3209）6030・㋫（3209）
6031へ。応募者多数の場合は抽選。

オリジナル絵本を作ろう

【日時】11月22日㈰午後1時～3時30分
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―101）
【対象】小学生、7名
【講師】岡山伸也／絵本作家
【申込み】11月7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。

工作講座「パパと一緒に

クリスマス窓飾りを作ろう」

【日時】12月5日㈯午前10時～12時
【対象】区内在住の小学生のお子さんと
父親、10組20名
【講師】井上智陽／イラストレーター

【会場・申込み】11月7日㈯からチラシ
裏面の申込用紙をファックス等で男女
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。先着順。
チラシは同センター、特別出張所、区立
図書館等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。

11月は子ども・若者

育成支援強調月間

● 輝く未来 育て支えて 見守って
　次の世代を担う子どもと若者の健や
かな育成を支援するため、区では、子ど
も・若者総合相談等による支援や子ど
もを犯罪から守るための取り組み等を
行っています。
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
2階）☎（5273）4261へ。

文化芸術振興会議

【日時】11月17日㈫午前10時～12時
【内容】区内の文化芸術の振興状況報告・
振興施策の基本となる事項の検討ほか
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第2委員会室へ。
【問合せ】文化観光課文化観光係（第1
分庁舎6階）☎（5273）4069へ。

総合教育会議

【日時】11月18日㈬午後3時～5時
【内容】教育における重点施策ほか
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第2委員会室へ。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505へ。

環境審議会

【日時】11月18日㈬午後1時30分～3時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、区役所本庁舎5階大会議室へ。
【問合せ】環境対策課環境計画係（本庁
舎7階）☎（5273）3763へ。

特別区立幼稚園臨時的任用教員

採用候補者（登録者）

【勤務場所】特別区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
【対象】幼稚園教諭普通免許状をお持ち
の方
【選考】▶書類、▶面接
※面接は、新規応募者と特別区立幼稚
園の臨時的任用教員として最近5年間
に勤務実績のない方を対象に、12月1
日㈫～3日㈭のいずれかで実施します
（電話での予約が必要）。
【申込み】所定の書類（選考案内を参照）
を11月20日㈮までに郵送（消印有効）
で特別区人事・厚生事務組合教育委員
会事務局人事企画課採用選考担当
（〒102-0072千代田区飯田橋3―5―1、
東京区政会館17階）☎（5210）9857へ。
※募集・選考内容等詳しくは、同事務
組合ホームページ（㋭http://www.
tokyo23city.or.jp/）でご案内していま
す。選考案内は区教育指導課（本庁舎4
階）でも配布しています。

　特別図書整理のため、次のとおり休館します。
【期間】12月2日㈬～5日㈯
※通常の休館日に当たる12月17日㈭は開館します。　
【問合せ】中央図書館☎（3364）1421へ。

北新宿図書館
（北新宿3―20―2）

の休館

【申込資格】区内在住で保護者の就労・病気・出産等で保育を必
要とする方

【申し込みに必要な書類】▶入園（転園）申込書、▶保育の必要
性を確認できる書類（就労証明書・在学証明書・診断書等）

【保育料】国が定める基準を上限に、保護者の住民税額に応じ
て区が決定

【申込書等の配布】保育課、区立･私立保育園、区立・私立子ども
園、特別出張所（新宿区ホームページからも取り出せます）

●私立保育園
　基本開所時間は午前7時30分～午後6時30分、「エイビイシイ【夜間】」は午前11時～午後10時、「獅子吼（ししく）」「新宿成子坂
愛育園」は午前7時15分～午後6時15分、「ウィズブック保育園中落合」「至誠会」「二葉南元」「ぴっころきっず西早稲田」「フロン
ティアキッズ曙橋本園・分園」「フロンティアキッズ新宿」は午前7時～午後6時。

保育園名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

あい保育園落合（上落合1-5-2、羽場ビル） （6908）7381 43日・117名
アスク神楽坂①0・1歳児（矢来町98-1、スキップビル1Ｆ）
　　　　　　②2～5歳児（矢来町89-2）

①（5225）6933
②（5206）4250 57日・79名

アスク北新宿（北新宿2-4-11） （5338）2511 57日・78名
アスク新宿南町（南町20-3） （5225）2166 1歳・89名
アスク薬王寺（市谷薬王寺町51） （5362）7177 1歳・74名
ウィズブック保育園中落合（中落合3-21-10） （6914）4960 57日・66名
エイビイシイ【夜間】本園（大久保2-11-5）
　　　　　　　　　分園（大久保2-16-1） （3232）9633 43日・90名

オルト（高田馬場3-40-3） （5332）7081 43日・122名
キッズガーデン新宿西落合（西落合2-7-16、伊勢光ビル2・3Ｆ） （6908）1723 1歳・80名
キッズタウン下落合（下落合1-9-10） （3365）1332 57日・131名
クオリスキッズおおくぼ（百人町2-22-6） （5937）0418 57日・60名
グローバルキッズ愛住町園（愛住町6） （6380）6798 57日・80名
グローバルキッズ神楽坂園（神楽坂4-8、神楽坂プラザビル1Ｆ） （3269）8011 57日・60名
グローバルキッズ西落合（西落合3-19-9） （3952）5600 57日・96名
グローバルキッズ西新宿園（西新宿5-5-1） （6383）3793 57日・51名
グローバルキッズ若葉園（若葉1-9） （3353）2002 57日・42名
獅子吼（中井2-8-6） （3951）0759 1歳・80名
至誠会（河田町10-13） （3341）4677 43日・160名
下落合そらいろ（中落合2-7-5） （3565）5050 6か月・80名
小学館アカデミー飯田橋ガーデン（新小川町4-11） （5206）3722 57日・60名
新栄（百人町3-21-14） （6304）0241 43日・148名
新宿こだま（中落合4-25-19） （5988）7807 43日・105名
新宿成子坂愛育園（西新宿6-7-39） （3342）6907 57日・130名
新宿三つの木もりさんかくしかく（大京町29） （6457）4455 43日・80名
太陽の子　新小川町（新小川町1-8、こだまビル2Ｆ） （5579）2348 57日・64名
東京母子愛育会（北新宿4-21-14） （3369）6005 8か月・100名
にじいろ保育園高田馬場西（高田馬場1-24-16、内田ビル1Ｆ） （6302）1073 57日・24名
にじいろ保育園高田馬場東（高田馬場1-16-26） （6205）6338 1歳・72名

保育園名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

にじいろ保育園高田馬場南
（大久保3-8-4、住友不動産 新宿ガーデンタワーアネックス2Ｆ） （6457）6991 57日・20名

にじいろ保育園西早稲田（西早稲田1-2-2） （6273）9227 1歳・67名
にじいろ保育園四ツ谷（四谷1-6-1、コモレ四谷2階） （6709）9123 1歳・30名
ニチイキッズ曙橋①3～5歳児（愛住町22、第3山田ビル1Ｆ）
　　　　　　　　②0～2歳児（市谷台町1-3、モデラート1Ｆ）

①（5367）0196
②（5366）5127 57日・65名

八幡神社愛育園（上落合1-26-19） （3368）3939 1歳・76名
原町みゆき（原町2-43） （3356）2663 43日・160名
ぴっころきっず西早稲田（西早稲田3-9-14） （3209）2267 1歳・63名
二葉南元（南元町4） （3351）3819 43日・110名
フロンティアキッズ曙橋
①1・2歳児（河田町3-29、プラウドフラット新宿河田町1Ｆ）
②3～5歳児（河田町3-16）

①（5379）1680
②（6273）0886 1歳・70名

フロンティアキッズ新宿（新宿6-27-56、新宿スクエアビル2Ｆ） （3208）2744 57日・48名
保育所まぁむ高田馬場駅前園（高田馬場3-1-5、花川第2ビル1・2Ｆ） （6279）1105 57日・75名
ぽけっとランド市ヶ谷（市谷船河原町1、市ヶ谷エスワンビル2・3Ｆ） （5227）7520 1歳・122名
ほっぺるランド牛込（北山伏町1-2） （6265）0841 57日・115名
ほっぺるランド神楽坂（榎町43-1、ユニゾ神楽坂ビル2・3Ｆ） （5227）6798 57日・122名
ほっぺるランド上落合（上落合1-15-13） （6908）8415 57日・116名
ほっぺるランド北新宿（北新宿3-9-20） （5937）2960 1歳・72名
ほっぺるランド新大久保（大久保1-16-20） （6380）3920 57日・57名
ほっぺるランド早稲田鶴巻町

（早稲田鶴巻町575-1、早稲田鶴巻町パーク・ホームズ1Ｆ） （3235）5008 57日・60名

ポピンズナーサリースクール市ヶ谷
（払方町19-1、エムジー市ヶ谷ビル2・3Ｆ） （5946）8670 57日・80名

ポピンズナーサリースクール四ッ谷
（市谷本村町2-10、ストリーム市ヶ谷3Ｆ） （5225）2015 1歳・61名

（仮称）あい保育園西新宿（西新宿6-11-3、Dタワー西新宿2Ｆ） （6435）8702
（開設準備室） 1歳・46名

（仮称）きゃんばす東新宿保育園（新宿7-16-8） （3519）7787
（本部） 1歳・50名

保育園・子ども園（保育園機能）等

入園の申し込み

【問合せ】保育課入園・認定係
（ 〒160-8484歌 舞 伎 町1―
4―1、本庁舎2階）☎（5273）
4527へ。

【申込み】申込書等を12月10日（必着）までに郵送で保育課入園・認定係へ。
※窓口での申し込みを希望する方は、申込書等をお持ちいただく日時（12月10日㈭まで（11月24日、12月
1日・8日の火曜日は午後7時まで受け付け））を事前に同係へ電話で予約してください。各園・特別出張所
では申し込みできません。締め切り間際は混み合います。早めに予約・申し込み手続きをしてください。
※保育園等への入園は、保育の必要性の程度（指数等）や各園の空き状況に応じて利用調整を行い決
定します。
※利用調整の結果は、令和3年2月19日㈮以降に、不承諾の場合は区から「保育所等利用不承諾通知
書」を発送し、内定の場合は園から連絡します（健康診断と面接を経て、入園を決定します）。

私立子ども園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
大久保わかくさ

（大久保1-4-1） （6265）9990 43日・105名

しんえい子ども園 もく
もく（高田馬場4-36-12）（5332）5544 43日・146名

しんじゅくいるま
（戸山1-21-1） （6302）1221 43日・137名

新宿せいが
（下落合2-10-20） （3954）4190 43日・171名

茶々ひがしとやま
（戸山2-34-101） （5155）4321 43日・110名

富久ソラのこども園ちいさ
なうちゅう（富久町14-1） （6380）0414 43日・141名

富久ソラのこども園ちい
さなうちゅう分園

（新宿5-3-13）
（6380）6437 43日・80名

認定こども園新宿ベアーズ
（西新宿5-25-25- -11、エイジー
エス西新宿ビル1・3Ｆ）

（6276）5431 57日・83名

●区立保育園
　基本開所時間は午前7時30分～午後6時30分、「大久保第一」「高田馬場
第二」「中落合第二」「東五軒町」「百人町」は午前7時15分～午後6時15分。

保育園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
大久保第一（大久保3-11-1） （3203）0346 57日・116名
高田馬場第二（高田馬場1-4-17） （3209）1433 57日・105名
長延（市谷長延寺町8） （3260）1335 57日・74名
富久町（富久町22-21） （3357）7720 43日・164名
戸山第二（戸山2-18-101） （3203）2385 57日・111名
中落合第二（中落合2-7-24） （3952）7165 57日・136名
西早稲田（西早稲田1-9-30） （3209）5294 57日・79名
東五軒町（東五軒町5-24） （3269）6820 57日・174名
百人町（百人町2-18-21） （3367）4991 57日・85名
弁天町　仮園舎（早稲田町78）（※）
　　　　新園舎（弁天町50） （3268）1337 57日・148 名

早稲田南町（早稲田南町50） （3203）7848 57日・78名
早稲田南町分園（早稲田南町36） （3204）5201 57日・143名

●区立子ども園・私立子ども園
　基本開所時間は午前7時30分～午後6時30分、「北新宿」は午前7時15分～午後6時15分、
「しんえい子ども園もくもく」「茶々ひがしとやま」は午前7時～午後6時。

区立子ども園名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員

あいじつ（北町17） （3266）0189 57日・126名
大木戸（四谷4-17） （3358）1431 57日・213名

おちごなかい
①乳児園舎（中井1-8-12）
②幼児園舎（上落合3-1-6）

①（3361）
7000

②（3227）
2048

57日・108名

柏木
①乳児園舎（北新宿2-3-7）
②幼児園舎(北新宿2-11-1）

①（3369）
5855

②（3227）
2118

57日・105名

北新宿（北新宿3-20-2） （3365）0225 57日・108名
しなのまち（信濃町20） （3357）6853 57日・112名
戸山第一（戸山2-26-101）（3202）7879 57日・102名
西落合（西落合1-31-24） （3954）1064 57日・107名
西新宿（西新宿4-35-5） （3299）7727 57日・116名
四谷（四谷2-6） （5369）3775 57日・117名

【申込み】所定の申請書等を12月7日㈪午後5時までに区立中学生は各中学校、私
立中学生と高校生は教育調整課管理係（本庁舎4階）☎（5273）3070へ。申請書は、
同係で配布しています。区立中学校に在籍している方には学校で配布します。

新宿区奨学生（無利子）

【対象】令和3年4月に高等学校・中等教育
学校（後期課程）・高等専門学校・専修学校
の高等課程に入学、進学する方または在
学している方で、次の全てに該当する方、
7名程度
▶令和2年4月1日以前から区内在住、▶成績
優秀、▶経済的な理由で修学が困難、▶同種
の奨学資金を他から借り受けていない
【貸付金額】▶入学準備金…国公立10万円、
私立20万円、▶奨学資金（月額）…国公立
18,000円、私立30,000円

　区民の方からの寄附金で同基金を
設け、奨学金を支給しています。
【対象】令和3年4月に高等学校・高等
専門学校へ入学、中等教育学校（後期
課程）に進学する方で次の全てに該
当する方、15名程度
▶令和2年4月1日以前から区内在住、
▶成績優秀、▶人物が奨学生としてふ
さわしい、▶修学に堪え得る良好な
健康状態が継続する見込みがある
【支給額】1人12万円

島田育英基金奨学生

奨学金をご活用ください

ご相談ください
● 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）
●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（短縮ダイ
ヤル＃8008）お近くの相談窓口を案内します。
●内閣府ＤＶ相談＋（プラス）☎0120（279）889
●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。

さまざまな暴力の形
　身体的な攻撃だけでなく、
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。

【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。

ひとりで悩まず相談を
新型コロナに伴う外出自粛や休業が行われる中、生活不
安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています

区のDV防止啓発の催し
◆ パネル展示「女性に対する暴力をなくす運動」
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）リボン」
を身に付ける「パープルリボン運動」の資料を区役所本庁舎1階ロビーに展示します。
【日時】11月18日㈬～12月2日㈬午前8時30分～午後5時（11月18日㈬は午前10時
30分から）

令和3年4月
入園

●事業所内保育所
　従業員のお子さんと地域のお子さんの保育をします。基本開所時
間は月～金曜日（もみの樹園事業所内保育所は月～土曜日）午前7時
30分～午後6時30分、「とちょう保育園」は午前7時～午後6時。

保育所名（所在地）※50音順 電話番号 受入月齢
（以上）・定員

キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園
（市谷本村町5-1、防衛省市ヶ谷地区厚生棟2階） （3235）3757 57日・30名

とちょう保育園
（西新宿2-8-1、東京都議会議事堂1階南側） （5990）5301 57日・48名

もみの樹園事業所内保育所
（上落合1-17-8、特別養護老人ホーム「もみの樹園」内6階）（3565）7301 57日・30名

保育者名（所在地） 受入月齢
井上さん

（赤城元町）
生後5週以上

満3歳未満まで
田口さん

（市谷柳町）
生後5週以上

満3歳未満まで

●保育ルーム
　区が委託した事業者が運営しています。基本開所時間
は、月～金曜日午前7時30分～午後6時30分。

保育ルーム名（所在地）
※50音順 電話番号 受入月齢

（以上）・定員
えどがわ園

（水道町1-28、江戸川小学校内） （3266）7350 1歳・30名

おちにすくすく園
（上落合2-10-23、落合第二小学校内） （3227）0703 1歳・19名

つるまき園
（早稲田鶴巻町140、鶴巻幼稚園内） （3205）9525 1歳・12名

べんてん
（若松町16-2、BENTEN international ビル）（6302）1024 1歳・19名

●家庭的保育者（保育ママ）
　地域の方の自宅で
お子さんを保育しま
す。基本開所時間は、
月～金曜日午前9時
～午後5時。

▶マスクの着用を
▶手指消毒にご協力を
▶発熱等がある場合はご利用をお控えください

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。

初心者ゲートボール教室 

　動きやすい服装・運動靴でおいでく
ださい。用具は貸し出します。
【日時・会場】▶11月11日～25日（23日
㈷を除く）の月・水・金曜日午前9時30
分～12時…都立戸山公園いきいき広
場（箱根山地区、戸山3―2）
▶11月15日・22日の日曜日午前10時
～12時…よつや運動広場（四谷1―1）、
清水川橋公園（下落合1―1）（雨天・荒
天時中止）
【対象】区内在住・在勤・在学でおおむね
6歳～70歳代の方、各日10名
【費用】1回200円
【主催・申込み】11月7日㈯から各日3日
前までに電話で区ゲートボール協会
☎（3362）1357（田林）へ。先着順。

イベント参加時・イベント参加時・

施設利用時の注意点施設利用時の注意点

※「弁天町」の仮園舎での運営は、令和 3年4月～6年8月（予定）です。

※園によっては受け入れ人数が変わる場合があります。
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イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

■ 実施期間

令和３年３月３１日㈬まで(胃内視鏡検査は令和３年１月３１日㈰まで）
■ 実施場所

区の委託医療機関（区内診療所など）
■ 対象

▶１6歳～３9歳の方（学校・勤務先等で健診を受ける機会がある方を除く）
▶40歳～74歳で新宿区の国民健康保険に加入している方、生活保護等を受けて
いる方
▶75歳以上で東京都後期高齢者医療制度に加入している方（65歳～74歳の任意
加入者を含む）、生活保護等を受けている方
※40歳～74歳で新宿区の国民健康保険以外の健康保険に加入している方（被扶
養者を含む）の健康診査は、各医療保険者が実施します。詳しくは、加入している
医療保険者へお問い合わせください。
■ 検査内容（診断書は発行しません）
▶問診　▶身体計測　▶血圧測定　▶尿検査　▶血液検査　ほか
※結果は後日、対面等で通知します。
※50歳以上の男性は前立腺がん検診（200円）も同時に受診できます。
※がん検診（有料）を実施している医療機関もあります。受診には「がん検診票」
が必要です。
■ 受診申込み

　対象の方に「健康診査・がん検診のご案内」（医療機関
の一覧掲載）と健康診査票を右図の封筒で発送しまし
た。ご案内をご覧の上、医療機関に直接、お問い合わせく
ださい。
※受診の際は、各医療機関の感染症予防対策にご協力く
ださい。

【問合せ】健康診査・がん検診ご案内センター☎0１20
（0１6）３77（令和３年１月３１日㈰まで。午前9時～午後8
時、土・日曜日、祝日は午後6時まで）へ。

【区の担当課】健康づくり課健診係（第2分庁舎分館１階）☎（527３）4207

健康診査年に1度の健康チェック 料無

10月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

１日現在
（増減は前月比）

１日現在

住民基本台帳人口� 344,579人（773人減）
世帯数� 218,404世帯（646世帯減）

日本人 外国人

人口計 308,222人
（146人減）

36,357人
（627人減）

男 154,206人
（38人減）

18,419人
（337人減）

女 154,016人
（108減）

17,938人
（290人減）

四谷アートフェスティバル

● 11月20日㈮まで出展作品募集
【展示期間】１１月29日㈰～１2月１３日㈰
（木曜休館。１３日㈰は午後３時まで）
【展示会場】四谷ひろば内CCAAアー
トプラザ（四谷4―20）

【募集作品】絵画・写真・立体
【作品テーマ】「四谷」「オリンピック・パ
ラリンピック」「自由」

【費用】１作品に付き３,000円(出展料。
１8歳未満は無料)

【表彰】部門賞(賞状・副賞３0,000円)
【問合せ】同フェスティバル実行委員会
☎090（３570）１20１（宮内）へ。ホーム
ページ（㋭https://yotsuyaartfes2020.
wixsite.com/mysite-１/application）
でもご案内しています。

司法書士の無料相談会

不動産登記、会社の登記、成年後見、不
動産の賃貸借、訴訟、空き家問題等の相
談を東京司法書士会新宿支部の司法書
士がお受けします。

【日時】１１月9日㈪午前１0時～午後4時
【会場】区役所本庁舎１階ロビー
【申込み】１１月6日㈮までに電話で東京
司法書士会新宿支部☎（３３69）08３8

（月~金曜日午前9時～午後１時）へ。当
日も受け付けます。

区民のひろば
費用・㋲申し込み・㋣問合せ

　この欄は区民の方相互の情報交換の場です。掲載行事は区の主催ではあ
りません。日時・会場等は予定です。各主催者に内容をよく確認の上、参加し
てください。
　掲載の申し込みは「催し・講座」「会員の募集」にかかわらず1年間（4月1日
～翌年3月31日）に1回のみできます。「催し・講座」は掲載希望号の発行日
の1か月前までに申し込んでください（先着15件）。
【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★
□忍者・服部半蔵の史跡ウォーク １１月22日㈰午前１0時に都営新宿線曙
橋駅住吉町改札口集合。歴史研究者の案内で、服部半蔵の墓、伊賀忍者の町、
徳川信康供養の跡地を探訪。㋓2,000円。㋲１１月１8日㈬までに電話で。先着
１0名。㋣月・水曜日の午後4時～6時に日本史・史跡探検隊☎（３226）044１
□早稲田祭公式ソングで子どもたちがダンスを披露 １１月7日㈯・8日㈰に
早稲田祭公式YouTubeで視聴できます。視聴方法等詳しくは、お問い合わ
せください。㋣Dee★Kids Dance School・小林☎090（985３）１３4１

事業名 担当 日 時間 内容

はじめて
歯科相談

牛込 10㈭ 9:00～10:00

予約制。むし歯予防等の相談・歯磨き
の仕方（1歳児対象）

四谷 ��4㈮ 9:00～10:00
東新宿 ��7㈪ 9:00～10:00
落合 ��8㈫ 9:00～10:00

育児相談

牛込 11㈮ 9:00～10:00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）
四谷 ��3㈭ 9:30～11:30 さくらんぼくらぶ（個別相談）
東新宿 18㈮ 9:00～10:30

個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）
落合 ��2㈬ 13:00～14:30

離乳食相談

牛込 15㈫ 9:00～10:30

予約制。栄養士による個別相談
四谷 24㈭ 9:00～10:30
東新宿 14㈪ 9:00～10:30
落合 25㈮ 9:00～10:30

女性の健康
専門相談

女性の
健康支援
センター
（四谷）

��4㈮
産婦人科系全般 14:00～16:00 予約制。女性の婦人科医などの個別相

談。思春期から更年期の女性のからだ
や婦人科系の症状などについて相談
できます。

19㈯
更年期専門 9:30～11:30

精神保健相談

牛込 ��8㈫・22㈫ 14:15～16:30
予約制。精神科医師による思春期から
高齢期（認知症を含む）までの「ここ
ろ」の相談

四谷 25㈮ 14:00～16:15
東新宿 ��2㈬ 13:15～15:30
落合 10㈭ 14:00～16:15

◆ 予約制のものは11月９日㈪から受け付けます ◆

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★
牛込保健センター ☎（３2６0）６2３1 ㋫（３2６0）６22３ 〒1６2-0８５1 弁天町５0
四谷保健センター ☎（３３５1）５1６1 ㋫（３３５1）５1６６ 〒1６0-000８ 四谷三栄町10-1６
東新宿保健センター ☎（３200）102６ ㋫（３200）102７ 〒1６0-0022 新宿７-2６-４
落合保健センター ☎（３９５2）７1６1 ㋫（３９５2）９９４３ 〒1６1-00３３ 下落合４-６-７
女性の
健康支援センター ☎（３３５1）５1６1 ㋫（３３５1）５1６６ 〒1６0-000８ 四谷三栄町10-1６

（四谷保健センター内）

12月の保健センター等の教室・相談 母子関係の事業は母子健
康手帳をお持ちください。

両親学級
　妊娠している方とパートナーを対象に、
もく浴実習やパパの妊婦体験、赤ちゃんを
迎えるにあたっての講義を実施します。
【日時】12月19日㈯▶午前9時～11時、▶午
後1時～2時30分（2回とも同じ内容）
【会場】落合保健センター

【問合せ】NPO法人助産師みらいＳＨＩＮＪＵＫＵ
㋭http://jyosanshi-mirai.org/☎080
（3710）0361（日曜日、祝日、年末年始を除
く。午前9時～午後6時）へ。申し込み方法等
詳しくは、お問い合わせください。

　ただし、新型コロナ感染拡大の状況によっては変更する場合がありますので、
お問い合わせください。

１１月１6日㈪から区政情報センター（本
庁舎１階）・特別出張所･保健センター･衛
生課の窓口で配布します（数に限りあ
り）。家庭での食中毒予防方法など食品衛
生のポイントを記載しています。ご活用
ください。

【問合せ】衛生課食品保健係(第2分庁舎３
階)☎（527３）３827へ。

食品衛生カレンダーを配布します

　理想の生き方を全うし、自分らしい最期を迎えるためには、
自分の最期について考え、家族や親しい人と話し合っておく
こと（人生会議）が重要です。考えるヒントや、周囲と話し合う
きっかけづくりにご活用ください。下記窓口で個別に内容をご説明し、お渡し
します。

【問合せ】健康づくり課在宅医療支援係（第2分庁舎分館１階）☎（527３）３8３9へ。

在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック在宅療養ハンドブック

「あなたらしく生きるための“人生会議”」

東京都医療機関案内サー
ビス「ひまわり」
☎（５2７2）0３0３（2４時間）
㋫（５2８５）８0８0
㋭http://www.himawari.
metro.tokyo.jp/

平日・土曜日の夜間にお子さんが急病になったら 休日・夜間等の
医療機関のご案内しんじゅく平日・土曜日夜間こども診療室

（戸山1―21―1、国立国際医療研究センター病院内）
 ☎・㋫（６22８）0７1３
【診療時間（小児科）】▶月～金曜日午後7時～10時、
▶土曜日午後6時～10時（祝日等を除く。受け付けは午
後9時30分まで）
※保険証等をお持ちください。なるべく事前に電話で
症状を伝えてから受診してください。
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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 ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（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★

　各所のホームページ等を参考に相談窓口を以下のとおりまとめました。内容は
変更している場合があります。詳しくは、各所のホームページをご確認ください。

10月27日時点の情報を掲載しています新型コロナに関する各種相談

内容 相談先 電話・ファックス

個
人
向
け

【ひとり親世帯臨時特別給付金】　▶50,000円（第2子以降がいる場合は1人に付き30,000円を加算）
新型コロナで家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給世帯と同じ水準のひとり親世帯への給付金 《新宿区》子ども家庭課育成支援係

（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）
☎（5273）4558
㋫（3209）1145【ひとり親世帯等応援臨時給付金】　▶お子さん1人に付き50,000円

新型コロナで家計が急変するなど、収入が児童育成手当受給世帯と同じ水準のひとり親世帯、障害のあるお子さんを
養育している世帯への給付金

【新生児 子育て応援臨時給付金】　▶お子さん1人に付き10万円
令和2年4月28日～3年3月31日にお子さんが生まれ、新宿区に子とともに住民登録がある方（令和2年8月28日以
前に転出した方を除く）への給付金

《新宿区》子ども家庭課子ども医療・手当係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）4546
㋫（3209）1145

【傷病手当金】　▶1日に付き上限30,887円
給与等の支払いを受けている国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナ感染等で労務に服
することができず給与の支払いを受けられなかった方への手当金

①国民健康保険…《新宿区》医療保険年金課国保給付係
（午前8時30分～午後5時）
②後期高齢者医療制度…《東京都》後期高齢者医療広域
連合（午前9時～午後5時）
※いずれも土・日曜日、祝日等を除く。

①☎（5273）4149
　㋫（3209）1436
②☎0570（086）519
ⅠP電話等からは
☎（3222）4496

【休業支援金・給付金】　▶1日に付き上限11,000円
中小企業の事業主の指示により休業し休業に対する賃金（休業手当）を受けられない方への給付金

《厚生労働省》新型コロナウイルス感染症対応休業支援
金・給付金コールセンター（午前8時30分～午後8時、土・
日曜日、祝日等は午後5時15分まで）

☎0120（221）276

【個人向け資金貸付】新型コロナの影響による休業等で収入が減少した世帯への緊急小口資金・総合支援資金
（生活費支援費）の貸し付けの特例措置（原則として申請は郵送（12月31日（必着））

《新宿区社会福祉協議会》
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3546
㋫（5273）3082

【住居確保給付金】離職等により住居を失うおそれのある方等に対する家賃相当額の給付金（上限あり。世帯収
入等、諸条件あり。原則として申請は郵送で受け付け）

《新宿区》生活支援相談窓口
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3853
㋫（3209）0278

【就学援助】前年分の世帯収入が認定基準額以下で義務教育期間中のお子さんがいる家庭に学習に必要な経費の一部を
支援。新型コロナで令和2年中の年間所得見込み額が認定基準を下回る場合も対象（原則として申請は郵送）

《新宿区》学校運営課学校運営支援係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3089
㋫（5273）3580

企
業
向
け

資
金
繰
り

【持続化給付金】　▶法人…上限200万円  ▶個人事業者等…上限100万円
新型コロナの影響を受ける事業者に対する国の給付金

《経済産業省》持続化給付金事業コールセンター
（土曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後7時） ☎0120（279）292

【文化芸術復興支援】　▶費用の10分の9（上限50万円）
区内文化芸術施設（劇場・ライブハウス等）の映像撮影・配信の新たな取り組みにかかる費用を補助

《新宿区》文化観光課文化観光係
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）4069
㋫（3209）1500

【中小企業の相談・支援】　▶利子と保証料全額補助の緊急融資のあっせん（貸付限度額500万円）、▶おもて
なし店舗支援（感染症拡大防止にかかる費用や新たに宅配・テイクアウト等を始める際の経費の一部を助
成。上限50,000円）、▶専門家活用支援（上限10万円）、▶商店会支援（3密回避への取り組みを支援。上限50
万円）、▶セーフティネット保証、▶危機関連保証、▶商工相談ほか

《新宿区》産業振興課産業振興係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）
※商工相談（予約制）は午後7時の枠まで設けています。

☎（3344）0701
㋫（3344）0221

【店舗等賃貸人への家賃減額分の助成】　▶減額した家賃の2分の1（月50,000円を限度、1賃貸人に付き5
物件まで。助成対象月は令和2年4月分～令和3年3月分）
店舗等の賃貸人が新型コロナで売り上げが減少している事業者に対し、家賃を減額した場合に減額した
家賃の一部を助成

《新宿区》店舗等家賃減額助成担当
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3554
㋫（5273）4197

【家賃支援給付金】　▶法人…上限600万円  ▶個人事業者…上限300万円
緊急事態宣言の延長等で売り上げが減少している事業者の地代・家賃の負担軽減に向けた給付金

《経済産業省》家賃支援給付金コールセンター
（土曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後7時） ☎0120（653）930

【東京都家賃等支援給付金】　▶法人…上限37万5,000円  ▶個人事業者…上限18万7,500円
上記国の家賃支援給付金に上乗せして給付

《東京都》家賃等支援給付金コールセンター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後7時） ☎（6626）3300

【業態転換支援】　▶費用の5分の4（上限100万円）
中小飲食事業者が新型コロナの影響で売上確保の取り組みとして新たにテイクアウト・宅配・移動販売等
を始める場合にかかる費用を助成

《東京都》東京都中小企業振興公社業態転換担当
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後4時30分） ☎（5822）7232

休
業
補
償

【雇用調整助成金】　▶1人1日上限15,000円
新型コロナで休業等を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するための助成金

《厚生労働省》雇用調整助成金コールセンター
（午前9時～午後9時） ☎0120（60）3999

【学校等休業助成金・支援金】
▶事業主…労働者1人1日上限15,000円  ▶フリーランスの方…1日上限7,500円
新型コロナの影響による小学校等の臨時休業に伴い、雇用する労働者の申し出により有給休暇を取得さ
せた事業主や、小学校等の臨時休業に伴い、お子さんを世話するために仕事ができなくなった個人で仕事
をする保護者への国の補償

《厚生労働省》
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
（午前9時～午後9時）

☎0120（60）3999

経済支援について

区税・保険料等の猶予・減免等について
内容 相談先 電話・ファックス

特別区民税・都民税、軽自動車税等の徴収猶予 《新宿区》税務課納税係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（3209）1111・㋫（3209）1460
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免 《新宿区》保険料減免担当（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時） ☎（5273）4189・㋫（5273）4084

国民年金の特例免除・学生納付特例
《新宿区》医療保険年金課年金係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）4338・㋫（3209）1436
《新宿年金事務所》（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時15分） ☎（5285）8611・㋫（5285）8649

区立住宅使用料等の減免 《新宿区》住宅課区立住宅管理係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）3787・㋫（3204）2386
新型コロナの影響で経済支援等を受ける際に必要な各種証
明書（課税・非課税・納税証明、住民票等）の事務手数料の免除

《新宿区》①戸籍住民課住民記録係  ②税務課収納管理係
（いずれも土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

①☎（5273）3601・㋫（3209）1728
②☎（5273）4139・㋫（3209）1460

内容 相談先 電話・ファックス

日本語

発熱、咳・痰、味覚・嗅覚異常、全身倦怠感等の症状がある方の相談
※かかりつけ医がいる方は、まずかかりつけ医に電話で相談し、その指示
に従ってください。

《新宿区》発熱等電話相談センター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）3836
㋫（5273）3820

《東京都》発熱相談センター（仮称） ☎（5320）4592

新型コロナに関する一般的な相談（症状がないが心配、予防方法について
など）

《新宿区》新型コロナウイルス電話相談センター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）3836
㋫（5273）3820

《東京都》新型コロナコールセンター（一般電話相談）
（午前9時～午後10時） ☎0570（550）571

《厚生労働省》（午前9時～午後9時） ☎0120（565）653

多言語
英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語 《東京都》保健医療情報センター「ひまわり」（午前9時～午後8時） ☎（5285）8181

英語・中国語・韓国語 《東京都》新型コロナコールセンター（一般電話相談）
（午前9時～午後10時） ☎0570（550）571

【聴覚障害のある方向け】症状・予防など 《東京都》新型コロナウイルス感染症相談窓口 ㋫（5388）1396
【妊婦の方向け】症状・予防など 《東京都》妊娠相談ほっとライン（午前10時～午後10時） ☎（5339）1133
【外国人向け生活相談】やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシ
ア語・タガログ語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・フランス語・カンボジア語・ミャンマー語

《東京都》東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS：トコス）
（土・日曜日、祝日等を除く午前10時～午後5時） ☎0120（296）004

【接待を伴う飲食店等の従業員と利用者向け】店舗での感染防止対策や症状が出た際の対応
（多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）対応） 《東京都》もしサポコールセンター（午前9時～午後10時） ☎0570（057）565

症状・感染予防・受診等について ※インフルエンザ流行期に向け、10月30日から相談先の名称が変わっています（電話番号の変更はなし）。



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。
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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

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

　区では、区内在住の20歳以上の方は年1回、歯科健康診査を受診できま
す。対象の方にお送りしている受診票をお持ちの上、区内協力歯科医療機
関（受診票と同封の実施医療機関名簿に記載）で受診してください。
【期間】12月28日㈪まで
【内容】問診・口腔内診査・口のケア等に関するアドバイス
【費用】400円（70歳以上は無料。非課税世帯は申請により免除）

歯科健康診査をご活用ください

虫歯や歯周病の早期発見に かかりつけ歯科医探しに

野菜に首ったけ!
▶キャベツ�����4枚
▶ニンジン����1/4本
▶タマネギ����1/2個
▶チンゲン菜����1株
▶豚肉������ 80g
▶かまぼこ���� 80g
▶さつまあげ��� 80g
▶しめじ���1/2パック
▶ごま油����大さじ1
▶モヤシ�����1/2袋

▶水������ 500cc
▶鶏がらスープの素
�������大さじ1
▶しょうゆ���小さじ1
▶砂糖����小さじ1/2
▶酒������大さじ1
▶ニンニクチューブ
�������� 2cm
▶無調整豆乳�� 100cc
▶塩・こしょう �� 適宜

❶ キャベツはざく切り、ニンジンは短冊
切り、タマネギはスライス、チンゲン菜・豚
肉・かまぼこ・さつまあげは食べやすい大
きさに切る。しめじは小房に分けておく
❷ 深めのフライパンにごま油をひき、豚

肉を炒める。ニンジンを加えて軽く炒め
たら、残りの材料を加えてさらに炒める
❸ ②にAの材料を加え、火が通るまでひ
と煮立ちさせる
❹豆乳を加え、塩・こしょうで味を調える

11月のレシピ

ちゃんぽん風スープ

毎月8日はしんじゅく野菜の日

A

野菜がたくさんとれるレシピを紹介しています。今月は、約250gの野
菜がとれる具だくさんスープのレシピを紹介します。麺を入れれば、
ちゃんぽん麺としても食べられます。
【問合せ】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。

　生活習慣病予防のために、1日に必要な
野菜の量は350g（小皿5皿分）です。区の
調査では、1日に必要な摂取量である5皿
以上の野菜を食べている区民の方は、約1
割しかいないことが分かっています。
　そこで、毎月8日の「しんじゅく野菜の
日」にちなみ、広報新宿では毎月5日号で 作り方

材料（2人分）

　口腔内の歯垢は、虫歯や歯周病の原因になる菌の塊です。口の健康のため
には、歯垢を取り除く口のケアが大切です。
　また、インフルエンザの感染は、歯周病菌により感染しやすくなると言わ
れているため、口のケアはインフルエンザの予防にもつながります。日頃の
歯磨きや歯科衛生士による口のケアで口腔内を清潔に保ちましょう。
【問合せ】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。

職場・学校などでの歯磨き
感染予防のため以下のことに気を付けましょう 歯を守るため歯の質を強くしましょう

うがい

基本
ルール

⃝ 歯磨き中の会話は控えましょう。歯磨き中の会話は控えましょう。
⃝ なるべく口を閉じて磨きましょう。なるべく口を閉じて磨きましょう。

⃝ 前歯の裏など口を閉じて磨くことが前歯の裏など口を閉じて磨くことが
難しいところは、もう片方の手で覆う難しいところは、もう片方の手で覆う
など飛沫を防ぐ工夫をしましょう。

⃝ 飛び散りを防ぐため、少量（飛び散りを防ぐため、少量（1010cc
程度）の水でうがいをしましょう。

⃝ 顔を洗面台に近づけ、そっと吐き
出しましょう。

⃝ 混まないように時間をずらすなど、混まないように時間をずらすなど、
密集を避けて洗面所を使用しまし
ょう。

⃝ 窓を開けるなど換気を心掛けまし
ょう。

　区では、区内在住の3～6歳（平成26年4月2日～30年4月1日生まれ）の
お子さんに年2回分の「フッ素塗布受診票」を無料でお送りしています。
受診票をお持ちの上、区内協力歯科医療機関（受診票と同封の実施医療機
関名簿に記載）で受診してください。
【期間】令和3年3月31日㈬まで（期間中2回まで受診可）
【内容】健康チェック（歯科健診）とフッ素塗布

虫歯予防に「フッ素塗布」受診券のご利用を

　ご自宅で簡単に取り入れられるフッ素入
り歯磨き剤の使用や、歯科医院で専門職が
行うフッ素塗布を活用して、虫歯を予防し
ましょう。

フッ素入り歯磨き剤を効果的に使うために

年齢に応じた使用量
　虫歯予防に十分な効果を出すため、以下を
参考に適切な方法で歯磨きをしましょう。

口のケアを

心掛けましょう
インフルエンザ予防にも効果があります

11月8日はいい歯の日

虫歯予防には フッ素 が効果的です

①右記を参考に年齢に応じた量をつける
②歯の表面全体に広げる
③2～3分泡立ちを保つように磨く
④歯磨き剤を吐き出す
⑤5～10mlの水を口に含む
⑥口の中で5秒間水をぶくぶくさせる
⑦うがいは1回だけとする
⑧歯磨き後1～2時間は飲食をしない

◈ 細菌の活動を抑える
◈ 初期虫歯を修復する
◈ 酸に強い歯を作る

フッ素の働き

0～2歳
1～3㎜1～3㎜
程度

5㎜程度

1㎝程度

2㎝程度

5㎜程度3～5歳

1㎝程度6～14歳6～14歳

2㎝程度15歳～

うがいうがい 環境

（5273）3930へ。

◀しんじゅく健康
フレンズ

虫歯予防に口腔内の清潔のため
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