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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

鶴巻図書館 感謝袋 

　図書館員おすすめの本
を中身が見えないように
包装して貸し出します。
貸出カードと1冊の貸出
枠が必要です。
【期間】12月18日㈮～28日㈪
【会場・問合せ】鶴巻図書館（早稲田鶴巻
町521）☎（3208）2431へ。

SHINJUKU HIKARI 

● 新宿中央公園の冬を光と映像で彩る
　同公園（西新宿2―11）を12月21日
㈪～1月17日㈰に彩るイルミネーショ
ン「トゥインクルパーク」の期間中にイ
ベントを実施します。
【期間・内容】▶12月21日㈪～27日㈰
…イルミネーションを巡る回遊型イベ

ント「クリスタルス
トーリー」（予約制。予
約方法はお問い合わ
せください）、▶12月
25日㈮･26日㈯…参
加者が作成するキャ
ンドルホルダー装飾で公園を灯す「キ
ャンドルナイト（写真）」
【問合せ】同公園管理事務所☎（3342）
4509へ。

16ミリ発声映写機

操作講習会 

【日時】1月13日㈬・14日㈭午前10時～
午後3時30分、全2回
【対象】18歳以上で2日とも出席できる
方、15名
【会場・申込み】任意の用紙に3面記入例
のほか生年月日、在勤の方は勤務先の
名称・所在地を記入し、返信用封筒（84
円切手を貼る）を同封の上、12月25日
（必着）までに郵送で中央図書館資料係

（〒169-0072大久保3―1―1）☎（3364）
1421へ。応募者多数の場合は区内在住・
在勤の方を優先して抽選し、結果を1月5
日㈫までにお知らせします。

新宿NPO活動基礎講座 

● ボランティア団体・NPOの
ウェブ担当者になろう

【日時】1月16日㈯午後1時～5時
【対象】団体のホームページ作成を予定
している方、ホームページ運用の担当
者、20名
【内容】団体の活動を広めるためのホー
ムページの作成と運用（講師は千野
雅則／NPO法人スキルボート代表）
【費用】2,000円（資料代）
【会場・申込み】12月17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。先着順。

オンラインでの受講もできます。詳
しくは、同センターホームページ
（㋭https://snponet.net）でご案内し
ています。

区民ギャラリーコンサート 

● ニューイヤーコンサート
～ピアノトリオでウィーンの調べ

【日時】1月24日㈰午後2時～3時
【曲目】「美しく青きドナウ」「ラデツキー
行進曲」ほか（出演はエムズトリオ）
【会場・申込み】往復はがき・電子メール
（3面記入例のほか同伴者がいる場合
は同伴者氏名を記入）で、1月5日
（必着）までに同ギャラリー（〒160-
0023西新宿2―11―4、新宿中央公園
内）☎（3348）6277・㋱info@shinjuku-
ecocenter.jpへ。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。
定員35名。応募者多数の場合は抽選。

ゲートキーパー養成講座

（オンライン） 

● コロナ禍のなか 悩んでいる人に
　どう気付き どう関わるか
　YouTubeで講座を配信し
ます。新宿区ホームページ
（右図QRコード参照）に動画
ページへのリンクを掲載しています。
【配信期間】3月31日㈬まで
【内容】コロナ禍の生活への影響、スト
レスの対処法ほか（講師は伊藤次郎／
NPO法人OVA代表理事）
【問合せ】健康政策課健康企画係（第2
分庁舎分館1階）☎（5273）3024へ。

ごっくん体操と

誤
ご え ん

嚥予防講演会 

● 食べる幸せいつまでも
【日時】1月28日㈭午前10時30分～12
時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）

【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名
【内容】食べる機能の衰え予防に役立つ
「新宿ごっくん体操」の実演、摂食えん
下機能障害に関する講話
【持ち物】タオル・飲み物。普段着で参加
できます。
【申込み】12月17日㈭～1月20日㈬に
電話かファックス（3面記入例のとお
り記入）で角筈地区協議会（角筈特別出
張所内）☎（3377）4381・㋫（5350）
2868へ。先着順。

医療従事者は届け出を

● 提出期限は1月15日㈮
　医師法等に基づき、12月31日現在の
従事の届け出が必要です。届出票は、保
健所（区衛生課）で配布しています。
【対象・届出先】▶医師・歯科医師・薬剤
師（全ての方）…住所地または就業地を
管轄する保健所
▶保健師・助産師・看護師・准看護師・歯
科衛生士・歯科技工士（従事者のみ）…
就業地を管轄する保健所
【問合せ】衛生課医薬衛生係（第2分庁
舎3階）☎（5273）3845へ。

区施設の指定管理者を指定しました

講師／新井周
（アテネオリンピック
日本代表）

　トークショーと実技の二部構成の教室です。実技では、ラケットの持ち方などの
基礎からスマッシュ・サーブの打ち方などを指導します。
【対象】小学生、20名
【申込み】電話かはがき・ファックス（3面記入例のほか、卓球経験の有無、年齢・学
年、電子メールアドレス（お持ちの方）を記入）で、12月25日午後6時（必着）までに
吉本興業㈱ワクワク!スポーツ体験プロジェクト事務局（〒160-0022新宿5―18
―21）☎（3209）8197・㋫（3209）8264へ。同事務局ホームページ（㋭https://
wakuwakusports.yoshimoto.co.jp）からも申し込めます。応募者多数の場合は
抽選し、1月4日㈪以降に結果を郵送・電子メールでお送りします。定員に空きがあ
る場合は、1月6日㈬から電話かファックスで受け付けます（先着順）。
【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係（本庁舎1階）☎（5273）
4358

ゲスト・司会

▲左からバイク川崎バイク、コロコロチキチキペッパーズ（ゲスト）。
キクチウソツカナイ。（司会）／いずれも吉本芸人

卓球教室
元日本代表選手が教える

必殺サーブの打ち方

新宿区×よしもと ワクワク！スポーツ体験プロジェクト

日時：1月17日㈰ ㈰ 午後午後午後11時～時～時～22時時454545分分

会場：大久保スポーツプラザ
　　 （大久保3―7―42）

◆予算案5件
◎令和2年度補正予算
●令和2年度新宿区一般会計補正予算（第10号）
●令和2年度新宿区一般会計補正予算（第11号）
●令和2年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第4号）
●令和2年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第2号）
●令和2年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第3号）
◆条例案12件
◎一部改正の条例
●新宿区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部を改
正する条例

●新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例

●新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例
●新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正
する条例

●新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例

●新宿区東京2020オリンピック・パラリンピック区民参画基金条例の一部
を改正する条例

●新宿区介護保険条例の一部を改正する条例
●新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例
●新宿区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例の一部を改正する条
例

●新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
◆その他32件
●新宿区四谷特別出張所等区民施設特定天井等改修その他工事請負契約
●新宿区柏木特別出張所等区民施設地下1階及び1階空調換気設備改修その
他工事請負契約

●公の施設の指定管理者の指定について（28件）
●新宿区教育委員会委員任命の同意について（2件）
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　区では毎年、夏目漱石や区にゆかりのある人物の魅力を発信するイベントを開
催しています。今年は、晩年の8年間を新宿で過ごし、当時の西大久保で亡くなっ
た小泉八雲の生誕170年に当たることから、八雲と漱石をテーマに開催します。
　明治の文豪2人の作品を漱石も愛好した下掛宝生流の能楽師・安田登さんの語
りと、琵琶・笙・シンセサイザー・フルートなどの楽器や狂言・演劇など、さまざまな
分野が共演する舞台でお届けします。また、作家のいとうせいこうさん、奥泉光さ
んもトークゲストとして出演します。
　イベントは、新宿区ホームページ・区公式YouTubeチャンネル「新宿区チャンネ
ル」で映像配信します。
【問合せ】文化観光課文化資源係（第1分庁舎6階）☎（5273）4126へ。

配信期間
　12月18日㈮～3月31日㈬
内容
▶夏目漱石『夢十夜』から第三夜・第十夜
▶夏目漱石『吾輩は猫である』から餅の段
▶小泉八雲『怪談』から「耳無芳一の話」
▶鼎談トーク

漱石と八雲
文豪たちが見た

世界と日本

能で味わう漱石・八雲の世界

区公式YouTubeチャンネル「新宿区チャンネル」で配信

夏目漱石記念施設整備基金にご支援を

【ゆうちょ銀行（郵便局）】
▶①文化観光課・特別出張所・区立図書館
等で配布しているパンフレットにはさみ
込みの払込取扱票を利用（手数料不要）
▶②ゆうちょ銀行（郵便局）に設置され
ている払込取扱票を利用（手数料は寄
附者負担）
口座記号番号／00180-7-0291301
新宿区夏目漱石記念施設整備基金
【ゆうちょ銀行以外】
▶③ATM（現金自動預払機）（手数料は
寄附者負担）

口座番号／ゆうちょ銀行〇一九支店
（当座預金）0291301
新宿区夏目漱石記念施設整備基金
▶④ふるさと納税サイト「ふるさとチ
ョイス」（右図QRコード参照。
㋭https://www.furusato-
tax.jp/city/product/13104）
※②③を利用する方には「寄附申出書」
をお送りします。文化観光課文化資源
係へご連絡ください。
※①～④以外の方法で寄附を希望する
方は、お問い合わせください。

　漱石山房記念館の資料収集等に、区民の皆さんをはじめ、多くの方のお力添えを
いただきたいと考え、「夏目漱石記念施設整備基金」により寄附を募集しています。
12月1日時点で、1億3,049万円（2,576件）の寄附が寄せられています。ご支援・ご
協力をお願いします。寄附にご協力いただくと、所得税の控除や「ふるさと納税制
度」の活用による住民税の控除も受けられます。

⃝⃝⃝⃝⃝ 寄附の方法 ⃝⃝⃝⃝⃝

　各施設の指定管理者を審査・議会の
議決を経て、次のとおり決定しまし
た。

①新宿文化センター

【指定管理者】新宿未来創造財団
【指定期間】4月1日～令和4年3月31日

②博物館・記念館

（新宿歴史博物館・林芙美子記念館・佐
伯祐三アトリエ記念館・中村彝アトリ
エ記念館・漱石山房記念館）
【指定管理者】新宿未来創造財団
【指定期間】4月1日～令和8年3月31日

③運動施設等

（新宿コズミックスポーツセンター・大
久保スポーツプラザ・公園における運
動施設（7施設）と生涯学習館（5館））
【指定管理者】新宿未来創造財団
【指定期間】4月1日～令和8年3月31日

④新宿スポーツセンター

【指定管理者】新宿スポーツテック&サイ
エンス共同事業体（アシックススポーツ
ファシリティーズ㈱、㈱アシックス、東
急スポーツシステム㈱、㈱サイオー）
【指定期間】4月1日～令和8年3月31日

【問合せ】▶①は文化観光課文化観光係（第1分庁舎6階）☎（5273）4069、▶②は
文化観光課文化資源係（第1分庁舎6階）☎（5273）4126、▶③④は生涯学習ス
ポーツ課生涯学習スポーツ係（本庁舎1階）☎（5273）4358へ。

❶児童指導ワーカー

【対象】次のいずれかに該当する方、若干名
▶保育士か社会福祉士の資格をお持ちの方
▶学校教育法に基づく大学・大学院で心理学・教育学・
社会学・社会福祉学・芸術学・体育学のいずれかを専修
する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業
した方
▶学校教育法の規定による幼稚園・小学校・中学校・高
等学校のいずれかの教員免許をお持ちの方
▶地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養
成する学校その他の養成学校を卒業した方
【勤務日時】月～土曜日のうち週5日、午前9時～午後7
時15分のうち6時間
【勤務場所】子ども総合センター
（新宿7―3―29）または子ども家
庭支援センター
【勤務内容】児童の遊びと生活の指
導ほか

❷心理指導員（発達支援）

【対象】公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士のい
ずれかの資格をお持ちで、相当の実務経験のある方、
若干名
【勤務日時】月16日（日数は応相
談。月～土曜日）、午前9時30分～
午後6時のうち6時間
【勤務場所】子ども総合センター
【勤務内容】発達の遅れや障害の

あるお子さん（小学2年生まで）への療育指導（個別指
導・集団活動）・発達相談（発達検査）・保護者支援ほか

❸在宅児等訪問支援員

　　（発達支援）

【対象】保健師、看護師、社会福祉主事、保育士のいずれ
かの資格をお持ちで、相当の実務経験のある方、若干
名
【勤務日時】月12日（月～土曜日）、午前9時30分～午後
6時のうち6時間
【勤務場所】子ども総合センター
【勤務内容】重度の障害や家庭の
事情により通所が難しいお子さ
ん（就学前まで）への家庭訪問に
よる療育指導・助言ほか
≪≪≪≪ ❶～❸共通 ≫≫≫≫
【報酬等】▶❶は月額22万8,000円程度、▶❷は月額
27万2,000円程度、▶❸は月額11万8,000円程度。期
末手当（賞与）あり。交通費は実費支給（上限あり）。社
会保険等に加入（❸を除く）
【選考】▶1次…作文等、▶2次…面接（1月下旬）
【申込み】履歴書（写真を貼る）、資格証の写し、作文（Ａ
4判横書き原稿用紙に800字以内。テーマは▶❶は「魅
力ある児童館にするために、大切にしたいこと」、▶❷
❸は「応募する職種で療育に関わる際に大切にしてい
ること」）を、1月4日㈪までに下記問合せ先へ郵送（必
着）または直接、お持ちください。複数の申し込みもで
きます。申込書類（履歴書等）は返却しません。
【問合せ】子ども家庭支援課▶❶は子育て支援係

☎（3232）0695、▶❷❸は発達支援係☎（3232）0679
（いずれも〒160-0022新宿7―3―29、新宿ここ・から
広場内）へ。

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（3月31日までに取得見込みの
方を含む）で健康な方、10名程度
【採用予定日】4月1日
【勤務期間】4月1日～令和4年3月31日
【勤務日時】原則として月～金曜日、年間を通じて週平
均30時間
【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
【報酬等】月額22万円程度。期末手当（賞与）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月上旬～
中旬）
【申込み】所定の申込書と小論文を1月28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。申込書・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。

平日・土曜日夜間のお子さんの発熱・腹痛など、急病の際にご利用ください。健康
保険証、乳幼児医療証、子ども医療証等をお持ちください。

【対象】原則として満15歳まで
【診療科】小児科（骨折・熱傷等の外科を
除く）
【開設日時】▶月～金曜日午後7時～10
時、▶土曜日午後6時～10時（祝日、12

月29日㈫～1月3日㈰を除く）
※受付時間はいずれも午後9
時30分まで
【問合せ】健康政策課健康企画係（第2分
庁舎分館1階）☎（5273）3024へ。

しんじゅく平日・土曜日夜間こども診療室

【開設場所】国立国際医療研究センター病院内（戸山1―21―1）
　　　　  ☎・㋫（6228）0713（下記時間帯のみ対応）

区の会計年度任用職員を募集します
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