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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。

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

（１）利用会員の登録を希望する方

説明会に参加してください（予約制）。
【説明会日時・会場】▶①区社会福祉協
議会（高田馬場1―17―20）…11月21
日㈯・25日㈬、12月1日㈫・12日㈯・17
日㈭・19日㈯・22日㈫、令和３年1月8日
㈮・9日㈯・16日㈯・19日㈫、2月2日㈫・
1３日㈯・18日㈭・20日㈯・24日㈬、３月1
日㈪・6日㈯・12日㈮・18日㈭・2３日㈫、
▶②中落合子ども家庭支援センター
（中落合2―7―24）…12月2日㈬、▶③
ふたばひろば（南元町4）…12月11日
㈮、▶④榎町子ども家庭支援センター
（榎町３6）…令和３年2月8日㈪、▶⑤ゆ
ったりーの（北山伏町2―17）…令和３
年2月22日㈪、②④⑤は午前10時から。
③は午後2時から。①の時間はお問い合
わせください。
【対象】区内在住・在勤・在学で、子育ての
援助を必要とする生後4３日～18歳（18
歳に達する日以降の最初の３月３1日ま
で）のお子さんの保護者。妊娠6か月～9
か月で体調が安定している方、各回10名
※妊娠中の方は出産後の登録になります。
※ご家族1名でご参加ください。

（２）提供会員の登録を希望する方

4日間の講習
会に参加して
ください。受講
できなかった
科目は次回の
講習会で受講
できます。講習
会終了後、⑴の説明会に1日参加後、登
録となります。
【講習会日時】令和３年1月21日㈭・22日
㈮・25日㈪・26日㈫午前9時～午後5時、
全4日
※終了時間は各回異なります。講習会
は、令和３年6月にも開催します。
【会場】区社会福祉協議会
【対象】区内在住・在学の18歳以上で心
身ともに健康な方、各回15名
※応募者多数の場合は、次回以降の講
習会をご案内する場合があります。

………＜⑴⑵共通＞………
【申込み】11月18日㈬午前10時から
電話で新宿区ファミリー・サポート・
センター☎(527３)３545へ。先着順。

新宿中央公園植物クラブ

⃝都心の紅葉観察会
【日時】11月24日㈫午前10時
～12時（雨天実施）
【講師】菊池孝彦／新宿御苑ボランティ
アガイド
【持ち物】ルーペ(拡大鏡)、飲み物
【会場・申込み】電話で11月2３日㈷まで
に同公園管理事務所（西新宿2―11―
1）☎（３３42）4509へ。

プラネタリウム一般公開

⃝星空散歩～冬 ぎょしゃ座の物語と
「スター オブ ファラオ」

【日時】11月29日㈰、12月5日㈯、令和３
年1月2３日㈯・３1日㈰、2月1３日㈯・21
日㈰いずれも午前10時３0分・午後1時
３0分・午後３時から（投影時間約50分。
投影開始後の入退場不可）
【費用】３00円（中学生までは無料。受け
付けは投影開始の３0分前から）
【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。各回先着３0名。
【問合せ】新宿未来創造財団スポーツ・
マラソン課☎（３2３2）7701へ。

下落合アカデミアンナイト

⃝シナリオライター超入門講座Ⅳ
　「主人公を立てる風景描写」
【日時】12月4日㈮午後7時～8時３0分
【対象】18歳以上、15名
【協力】㈱シナリオセンター
【会場・申込み】11月19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。

コーチング講座

⃝コーチングを使って一歩を踏み出す
【日時】12月12日㈯午後2時～4時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名
【内容】コーチングの基本の傾聴、質問
のスキルを学ぶ（講師は平田香苗／米
国CTI認定プロコーチ）
【会場・申込み】11月17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。

区民ギャラリーコンサート

⃝トイピアノでつづるクラシック
【日時】12月1３日㈰午後2時～３時

【曲目】モーツァルト「ピアノソナタハ長
調」、バッハ「ゴルトベルク変奏曲」より
「クリスマスメドレー」ほか（出演は塚谷
水無子／ケンバニスト）
【会場・申込み】往復はが
き・電子メールに３面記入
例のほか同行者がいる場合は同行者名
を記入し、11月３0日（必着）までに区民
ギャラリー（〒160-002３西新宿2―11
―4、新宿中央公園内）☎（３３48）6277・
㋱info@shinjuku-ecocenter.jpへ。 定
員３5名。応募者多数の場合は抽選。区民
ギャラリーホームページ（㋭https://
www.shinjuku-ecocenter.jp/）からも
申し込めます。

DV防止啓発講座（オンライン）

⃝あなたを支えてくれる人がいます
～DVからの回復に向けてできること
YouTubeを利用してセミナーの動

画（90分程度）を配信します。申込者へ
動画サイトのURLを送付します（通信
料は申込者負担）。
【配信期間】12月18日㈮～24日㈭
【講師】佐光正子／NPO法人コミュニ
ティ・ネットワーク・ウェーブ理事
【申込み】11月17日㈫～12月22㈫にチ
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。

行政書士無料法律相談会

　東京都行政書士会新宿支部の行政書
士が相続、就労問題などの法律相談を
お受けします（1人３0分程度）。
【日時】12月18日㈮午後6時10分から・
午後7時から・午後7時50分から
【会場・申込み】11月19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。

夫婦のパートナーシップ講座

⃝夫婦というチームの作り方
【日時】12月19日㈯午後2時～4時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名
【内容】コーチングの技術を利用した円
滑な夫婦関係の向上（講師は平田香苗／
CRRグローバル認定システムコーチ）
【会場・申込み】11月17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。

学童クラブ名（運営主体）・所在地 電話番号
エイビイシイ風の子クラブ（杉の子会）・大久保2-11-3 （3232）2080
早稲田フロンティアキッズクラブ（㈱フューチャーフロンティアーズ）・西早稲田3-17-20
大伸第一ビル3階 （3202）5050
しんえい学童クラブもくもく（新栄会）・高田馬場4-36-12 （5332）5885

　1年間利用できる「定期利用」、土曜日のみ利用できる「土曜日定
期利用」、区立小学校の休業期間のみ利用できる「学校休業期間利
用」を実施しています。
【対象】区内在住で保護者が就労・病気等で昼間家庭にいない新小
学1～6年生（保護者が育児休業中でも対象となる場合あり）
【申込み】所定の申請書を、11月16日㈪～12月15日㈫に各学童ク
ラブ（右表）へ郵送（必着）または直接、お持ちください（日曜日、祝
日等を除く）。
※申請書は11月16日㈪から各学童クラブ（区立・民間いずれも）、
子ども総合センター・児童館・子ども家庭支援センターで配布する
ほか、新宿区ホームページから取り出せます。

【問合せ】子ども家庭支援課児童館運営係
（〒160-0022新宿7―３―29）☎（527３）4544・
㋫（３2３2）0666へ。

学童クラブ・ひろばプラス

学童クラブ名 所在地 電話番号
子ども総合
センター内 新宿7-3-29 （3232）

8812

戸山小学校内 百人町2-1-38 （3204）
8081

百人町 百人町2-18-21
百人町児童館内

（3368）
8156

高田馬場第一 高田馬場3-18-21
高田馬場第一児童館内

（3362）
1754

高田馬場第二 高田馬場1-4-17
高田馬場第二児童館内

（3200）
5028

戸塚第二
小学校内 高田馬場1-25-21 （3205）

9616
落合第一
小学校内 中落合2-13-27 （3565）

0947
落合第四
小学校内 下落合2-9-34 （3565）

0990

上落合 上落合2-28-8
上落合児童館内

（3360）
1413

中井 中井1-8-12
中井児童館内

（3361）
0075

西落合 西落合1-31-24
西落合児童館内

（3954）
0771

北新宿第一 北新宿2-3-7
北新宿第一児童館内

（3369）
5856

北新宿第二
北新宿3-20-2
北新宿子ども家庭支援セン
ター内

（5330）
1171

西新宿 西新宿4-35-28
西新宿児童館内

（3377）
9353

　一部の小学校（右表）では、放課後や夏休みに校庭などの学校施設
を利用して、小学生が自由に活動できる「放課後子どもひろば」に学
童クラブ機能の一部を付加した「ひろばプラス」を実施しています。
　ひろばプラスは、区の学童クラブと同じ利用要件を満たすお子さ
ん（上記学童クラブの対象参照）が祝日を除く月～金曜日に利用で
きます。詳しくは、子ども家庭支援課児童館運営係へお問い合わせ
ください。
● 付加した学童クラブの機能
　利用時間を午後7時まで延長、長期休業期間等の朝の利用時間を
午前8時からに延長しているほか、出欠確認や利用時間の管理を行
い、希望者にはおやつを提供しています（※）。また、希望者への個
人面談等も実施しています。
※おやつ代として月2,000円がかかります。生活保護受給世帯、中
国残留邦人自立支援受給世帯、令和３年度住民税非課税世帯は、利
用決定後の申請により、おやつ代を免除する制度があります。
【ひろばプラス実施予定校・利用申請受付場所】右表のとおり
【申込み】所定の申請書を、11月16日㈪～12月15日㈫に各利用申
請受付場所（右表）へ郵送（必着）または直接、お持ちください（日曜
日、祝日等を除く）。申請書は11月16日㈪から各利用申請受付場所
で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。

ひろばプラス 学童クラブ機能付き放課後子どもひろば

実施予定小学校 利用申請受付場所・電話番号
津久戸（津久戸町2-2）東五軒町児童館

（東五軒町5-24）☎（3269）6895江戸川（水道町1-28）
市谷
（市谷山伏町1-3）

北山伏児童館
（北山伏町2-17）☎（3269）7196

愛日（北町26） 細工町学童クラブ
（細工町1-3）☎（5261）5200

早稲田
（早稲田南町25）

榎町子ども家庭支援センター
（榎町36）☎（3269）7304
早稲田南町児童館
（早稲田南町50）☎（5287）4321

鶴巻
（早稲田鶴巻町140）

榎町子ども家庭支援センター
（榎町36）☎（3269）7304

富久（富久町7-24） 富久小学校内学童クラブ
（富久町7-24）☎（3358）9071

牛込仲之
（市谷仲之町4-33）

薬王寺児童館
（市谷薬王寺町51）☎（3353）6625
薬王寺学童クラブ
（市谷薬王寺町51）☎（3354）5615

余丁町
（若松町13-1）

富久町児童館
（富久町22-21）☎（3357）7638
子ども総合センター内学童クラブ
（新宿7-3-29）☎（3232）8812

東戸山
（戸山2-34-2）

東戸山小学校内学童クラブ
（戸山2-34-2）☎（3205）0363
子ども家庭支援課子育て支援係
（新宿7-3-29）☎（3232）0695

四谷（四谷2-6）
信濃町子ども家庭支援センター
（信濃町20）☎（3357）6851
本塩町児童館
（四谷本塩町4-9）☎（3350）1456

四谷第六
（大京町30）

信濃町子ども家庭支援センター
（信濃町20）☎（3357）6851
四谷第六小学校内学童クラブ
（大京町30）☎（3357）7891

花園
（新宿1-22-1）

富久町児童館（富久町22-21）
☎（3357）7638
富久小学校内学童クラブ
（富久町7-24）☎（3358）9071

天神（新宿6-14-2）
富久町児童館（富久町22-21）
☎（3357）7638
子ども総合センター内学童クラブ
（新宿7-3-29）☎（3232）8812

実施予定小学校 利用申請受付場所・電話番号

戸山(百人町2-1-38) 戸山小学校内学童クラブ（百人町2-1-38）☎（3204）8081

戸塚第一
（西早稲田3-10-12）

高田馬場第二児童館
（高田馬場1-4-17）☎（3200）5038
高田馬場第二学童クラブ
（高田馬場1-4-17）☎（3200）5028

戸塚第二
（高田馬場1-25-21）

高田馬場第二児童館
（高田馬場1-4-17）☎（3200）5038
戸塚第二小学校内学童クラブ
（高田馬場1-25-21）☎（3205）9616

落合第一
（中落合2-13-27）

中落合子ども家庭支援センター
（中落合2-7-24）☎（3952）7751
落合第一小学校内学童クラブ
（中落合2-13-27）☎（3565）0947

落合第二
（上落合2-10-23）

上落合児童館
（上落合2-28-8）☎（3360）1413

落合第三
（西落合1-12-20）

西落合児童館
（西落合1-31-24）☎（3954）1042
西落合学童クラブ
（西落合1-31-24）☎（3954）0771

落合第四
（下落合2-9-34）

落合第四小学校内学童クラブ
（下落合2-9-34）☎（3565）0990

落合第五
（上落合3-1-6）

中井児童館
（中井1-8-12）☎（3361）0075

落合第六
（西落合4-11-21）

西落合児童館
（西落合1-31-24）☎（3954）1042
西落合学童クラブ
（西落合1-31-24）☎（3954）0771

淀橋第四
（北新宿3-17-1）

北新宿子ども家庭支援センター
（北新宿3-20-2）☎（3365）1121

柏木
（北新宿2-11-1）

北新宿子ども家庭支援センター
（北新宿3-20-2）☎（3365）1121
北新宿第一児童館
（北新宿2-3-7）☎（3369）5856

西新宿
（西新宿4-35-5）

西新宿児童館
（西新宿4-35-28）☎（3377）9353

西戸山
（百人町4-2-1）

百人町児童館
（百人町2-18-21）☎（3368）8156

放課後子どもひろばは
全ての小学生が利用できます

　スタッフの支援のもと、子どもたちが自由に集い、自主的に
活動する自由な遊びと体験プログラムの提供の場として全区
立小学校の校庭等で実施しています。各ひろばの利用時間・利
用方法等詳しくは、新宿区ホームページでご案内しています。

学童クラブ名 所在地 電話番号

信濃町 信濃町20、信濃町子ども家庭
支援センター内

（3357）
7166

本塩町 四谷本塩町4-9
本塩町児童館内

（3350）
1456

四谷第六
小学校内 大京町30 （3357）

7891

北山伏 北山伏町2-17
北山伏児童館内

（3269）
7196

細工町 細工町1-3 （5261）
5200

東五軒町 東五軒町5-24
東五軒町児童館内

（3269）
6895

榎町 榎町36、榎町子ども家庭支援
センター内

（3269）
2600

薬王寺 市谷薬王寺町51
薬王寺児童館内

（3354）
5615

早稲田南町 早稲田南町50
早稲田南町児童館内

（5287）
4321

鶴巻小学校内 早稲田鶴巻町140 (3205)
4602

富久小学校内 富久町7-24 （3358）
9071

富久町 富久町22-21
富久町児童館内

（3357）
7638

東戸山
小学校内 戸山2-34-2 （3205）

0363
大久保
小学校内★1 大久保1-1-21 （3209）

0803

【区立の学童クラブ一覧】

区分 令和３年度の利用期間
（日曜日、祝日等を除く）・利用時間 利用料金

定期利用
4月1日㈭～
令和4年3月31
日㈭

▶月～金曜日…放課後～午
後6時（延長利用は午後6時
～7時）
▶土曜日、長期学校休業期間
中の月～金曜日…午前9時～
午後6時（延長利用は午前8
時～9時・午後6時～7時）

月額6，000円
延長利用料は
1か月2，000円
または1回200
円（ 月2，000円
を限度）

土曜日定期利用 4月3日～令和4年3月26日の土曜日
午前8時～午後7時 月額1，200円

学
校
休
業
期
間
利
用

4月春休み 4月1日㈭～5日㈪午前8時～午後7時 1，200円

7月夏休み 7月21日㈬～31日㈯午前8時～午後7時 2，700円

8月夏休み 8月2日㈪～24日㈫午前8時～午後7時 6，000円

冬休み 12月27日㈪～4年1月7日㈮午前8時～午後7
時（12月29日～4年1月3日を除く） 1，800円

3月春休み 4年3月26日㈯～31日㈭
午前8時～午後7時 1，500円

【利用日時・費用（区立のみ）】

利用時間・利用料等は、各クラブへお問い合わせください。【民間の学童クラブ一覧★2】

★2区が運営費等の一部を助成しています。

区社会福祉協議会が実施するファミリーサポート事業は、保育施設等へのお子
さんの送迎や短時間の預かりなど、子育ての援助を受けたい方(利用会員)と援助
を行いたい方（提供会員）の相互援助活動です。いずれも会員登録が必要です。

令和3年4月から利用するお子さんを募集します

定期利用・土曜日定期利用・学校休業期間利用学童クラブ
対象 申込み

ファミリー・サポート・センター会員募集

保育施設で働こう！！新宿区内保育施設PR・相談会
　区内15の民間保育事業所による就職
相談会です。当日直接、会場へおいでく
ださい。実務未経験・ブランクがある・資
格のない方も歓迎です。その場で相談や
施設見学の予約ができます。
　会場内では動画によるセミナー「保
育を仕事に!保育の魅力とは?」（講師は
菊地政隆（まあせんせい）／菊地学園理
事長）を上映します。
　求人情報はハローワーク新宿のホー

ムページ（㋭https://jsite.mhlw.go.jp/
tokyo-hellowork/list/shinjuku.html）
で公開しています。
【日時】12月1３日㈰午後1時３0分～4時
３0分（受け付けは午後1時３0分～4時）
【会場】戸塚地域センター
（高田馬場2―18―1）
【共催】ハローワーク新宿
【問合せ】保育指導課支援係（本庁舎2
階）☎（527３）4３18へ。

　経済的な理由で就学困難な児童の保護者に学用品費等を援助します。新入学を
迎える家庭の負担軽減のため、希望する世帯には入学準備金を令和３年３月下旬
にお支払いします。

小学校入学準備金の入学前支給

申請書を12月上旬に発送します

ささえーる 薬王寺の催し

①ウォーキング講座
【日時・集合場所】12月1日㈫午前9時
40分にJR信濃町駅前集合、正午にささ
えーる薬王寺で解散
【対象】区内在住の方、10名
【内容】神宮外苑銀杏並木を散策（講師は
NPO法人新宿区ウォーキング協会）

②パソコン講座
【日時】12月11日㈮午後1時３0分～３時
【対象】区内在住の方、5名
【内容】クリスマスカード作成、インター
ネット画像ダウンロードほか（講師は
松元美紀恵／NPO法人テラ・ガー
デン新宿）

　特別図書整理のため、
次のとおり休館します。
【期間】12月9日㈬～14日㈪
【問合せ】中央図書館☎（３３64）1421
へ。

四谷図書館四谷図書館四谷図書館 休館休館
（内藤町87）

★1小学校内学童クラブは他校生も利用できますが、大久保小学校内学童クラブの他校生利用は利用時間に一部
制限があります。

※生活保護受給世帯、中国残留邦人自立支援受給世帯、令和3年度住民税非課
税世帯は、利用決定後の申請により、利用料を免除する制度があります。

　令和３年4月に区立・国公私立小
学校に新入学する児童がおり、令
和３年4月以降も引き続き区内に
在住予定で所得状況が生活保護に
準ずる世帯
※令和元年中の世帯全員の所得で
判定しますが、新型コロナの影響
で今年の年間所得見込み額が生活
保護に準ずる場合も対象となる場
合があります。詳しくは、申請書に
同封の案内をご覧ください。
※生活保護を受けている世帯は、別
途、福祉事務所から支給されるた
め、申請は不要です。

　所定の申請書を12月24日㈭までに学校
運営課学校運営支援係（〒160-8484歌舞伎
町1―5―1、第1分庁舎4階）☎（527３）３089・
㋫（527３）３580へ郵送（消印有効）または直
接、お持ちください。申請書は対象世帯に12
月上旬に発送します。
※12月24日㈭までに申請をしない方も令和
３年度就学援助の申請ができますが、支給は
7月以降になります。申請方法等は、入学予
定の学校からお知らせします。国公私立小学
校に入学する方は、令和３年３月～4月に学校
運営課学校運営支援係へ申請が必要です。詳
しくは、お問い合わせください。

11月25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。

◆会場・申込み
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