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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

【整備概要】▶所在地…払方町35―1
▶敷地面積…1,099.34㎡
▶施設開設予定…令和6年度

【整備事業・規模】下記①～③の事業が必
須。任意事業として、下記④が併設可
①認知症高齢者グループホーム…2～
3ユニット、18名～27名程度
②障害者グループホーム（日中サービ
ス支援型グループホーム）…2～3ユニ
ット、20名程度
③障害者短期入所…定員は1床以上　
④事業者が提案するその他の事業 …小
規模多機能型居宅介護など、社会福祉
法に規定する第一種社会福祉事業また
は第二種社会福祉事業のうち、事業者
の利点が生かせる介護施設

【整備運営方法】事業者は国と土地の賃
貸借契約（貸付期間50年に建築工事等
を加えた期間）を結び、整備・運営しま
す。区は事業者に対し、整備費補助等を
行います。

【応募資格】▶社会福祉法第22条に規定
する社会福祉法人であること、▶介護保
険サービス事業と障害福祉サービス事業
等の運営実績が各1年以上あることほか

【選定方法】区が公募し、外部委員を含
めた審査会で審査を行う公募型プロ
ポーザル方式

【申込み】事前連絡の上、2月19日㈮～
25日㈭に必要書類を郵送（必着）また
は直接、介護保険課推進係へ。
※新宿区ホームページで応募条件等を
詳しくご案内しているほか、応募書類
等も取り出せます。

認知症サポーター養成講座

　認知症の正しい知識等を
学びます。参加した方には、
認知症サポーター養成講座
受講の印「オレンジリング」

（写真）を差し上げます。
【日時】1月30日㈯午後2時
～4時

【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10名（家族等の
同伴可）。

新春おはなし会

【日時】1月30日㈯午後3時～3時30分
【会場】大久保地域センター（大久保2―
12―7）

【対象】小学生までのお子さん、10名（保
護者の同伴可）

【内容】絵本の読み聞かせ
【申込み】1月17日㈰から電話または直
接、大久保図書館（ 大 久 保2―12―7）
☎（3209）3812へ。先着順。

人形劇団プークの人形劇

「ねこのてかします」
「にんぎょうおもちゃ箱」
【日時】2月14日㈰午後2時～3時

【会場】角筈地域センター（西新宿4―33
―7）

【対象】区内在住の小学生までのお子さん
と保護者（お子さん1人に付き1人まで）、
30名

【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。先着順。

ボールペン画教室

【日時】2月7日㈰午後2時～4時
【対象】中学生以上、8名
【講師】まつざわありさ（絵本
作家）

【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。

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】2月19日㈮午後6時10分から・午
後7時から・午後7時50分から

【協力】東京都行政書士会新宿支部
【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。各回先着1名。

教室名 主な内容 日程（いずれも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

2月2日㈫・3日㈬ ①午前・②午後
3月3日㈬・4日㈭ ③午前・④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

2月5日㈮・12日㈮ ⑤午前・⑥午後
3月9日㈫・16日㈫ ⑦午前・⑧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

2月17日㈬・24日㈬ ⑨午前
3月17日㈬・24日㈬ ⑩午後

Ｄ ワード活用 アート機能などを使った文書
作り

2月18日㈭・25日㈭ ⑪午前
3月18日㈭・25日㈭ ⑫午後

Ｅ エクセル基礎 データ入力、数式の使い方、表
作成

2月8日㈪・15日㈪ ⑬午前・⑭午後
3月8日㈪・15日㈪ ⑮午前・⑯午後

Ｆ エクセル中級 集計表・グラフの作成 2月17日㈬・24日㈬ ⑰午後
3月17日㈬・24日㈬ ⑱午前

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）

2月18日㈭・25日㈭ ⑲午後
3月18日㈭・25日㈭ ⑳午前

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

2月19日㈮・26日㈮ ㉑午前
3月12日㈮・19日㈮ ㉒午後

　応募には説明会への参加が必要
です。応募を予定している事業者
で説明会に参加できない場合はご
相談ください。

【日時】1月27日㈬午後1時30分から
【会場】牛込簞笥地域センター（簞
笥町15）

【内容】公募概要の説明、現地見学会
【申込み】所定の参加申込書を1月
25日㈪午後5時までにファックス
等で介護保険課推進係へ。参加申込
書は新宿区ホームページから取り
出せます。

◆応募事業者向け説明会

図書館の催し
シルバー人材センターからのお知らせ払方町国有地を活用した

認知症高齢者グループホーム・障害者グループホーム等

整備・運営事業者を募集します

【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://webc.sjc.ne.jp/shinjuku/

【対象】区内在住・在勤の方と同行する方
【利用期間】4月25日㈰～5月10日㈪
【宿泊日数】3泊4日まで（1グループ5室まで）
【申込み】1月25日（必着）までに宿泊受付窓口と各特別出張所で配布して
いる「専用往復はがき」でお申し込みください（1グループに付き1枚）。抽
選結果は、2月8日㈪までに応募者全員にお知らせします。

【当選した方】2月14日㈰までに宿泊受付窓口に直接または電話で利用申
請をしてください。期限までに利用申請がない場合は、当選結果（予約）を
取り消します。
※抽選後の空室は、通常どおり利用希望日の2か月前の同日から2日前ま
で、宿泊受付窓口で予約を受付けます。

【区の担当課】教育支援課教育活動支援係☎（3232）1058

　ご利用ください

ヴィレッジ女神湖（長野県立科町）　

★ゴールデンウィークの利用抽選

★指定管理者を指定しました
　審査・議会の議決を経て、次のとおり決定しました。

【指定管理者】信州リゾートサービス㈱
【指定期間】4月1日～令和8年3月31日
【問合せ】教育支援課教育活動支援係☎（3232）1058へ。

【問合せ】▶公募全般・介護施設整備について…介護保険課推進係（〒160-8484歌舞伎
町1―4―1、本庁舎2階）☎（5273）4212・㋫（3209）6010、▶障害者グループホーム等整
備について…障害者福祉課事業指導係（本庁舎2階）☎（5273）4253・㋫（3209）3441へ。

●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、BEH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～Hは4,000円
（2日分。別途テキスト代500円）
【会場・申込み】1月25日（必着）までには
がきかファックス（2面記入例のほかク
ラス（①～㉒の別）を記入）で同センター
へ。応募者多数の場合は抽選。

西新宿シニア活動館の催し

①私の思い出ノートづくり
　～私が来た道・私が行く道

【日時】1月29日㈮午後2時～4時
【内容】自分史を作るためのグループ
ワーク、自分史の作成体験（講師は新宿
傾聴しおりの会）
②カラダ目覚める
　バーチャルボクシングR

【日時】2月2日㈫午前10時
30分～11時30分

【内容】ボクシングを基にした体操（講師
は茂呂一雄／バーチャルボクシングR
協会）

………＜①②共通＞………
【対象】区内在住の50歳以上、①は9名、
②は10名

【会場・申込み】1月17日㈰から電話ま
た は 直 接、同 館(西 新 宿4―8―35)
☎（3377）9380へ。先着順。

認知症に関する相談・学習会

⃝認知症介護者相談
【日時】2月1日㈪午後2時～4時
【会場】区役所第1分庁舎2階区民相談室
【対象】認知症の方の介護者等で心や体
に悩みを抱えている方、3名

【内容】西新宿コンシェリアクリニック
精神科医師による個別相談

【申込み】1月18日㈪から電話で高齢者
支援課高齢者相談第一係（本庁舎2階）
☎（5273）4593へ。先着順。
⃝認知症・もの忘れ相談

【日時・会場】▶①2月4日㈭…
四谷高齢者総合相談センター

（四谷三栄町10―16、四谷保健セン

ター等複合施設4階）☎（5367）6770、
▶②2月16日㈫…戸塚高齢者総合相談
セ ン タ ー（ 高 田 馬 場1―17―20）
☎（3203）3143、いずれも午後2時30
分～4時

【対象】区内在住で、もの忘れが心配な
方、各日4名

【内容】医師による個別相談（相談医は
①は新宿区医師会認知症・もの忘れ相
談医、②は東京医科大学病院高齢診療
科医師）

【申込み】1月18日㈪から電話で会場の
高齢者総合相談センターへ。先着順。
⃝認知症介護者家族会（学習会）

【日時】2月4日㈭午後1時30分～3時30分
【会場】百人町地域交流館（百人町2―
18―21）

【対象】区内在住で認知症の方を介護し
ているご家族ほか、10名

【内容】講座「日常で活用できる介護技術
と環境の工夫」（講師は山上智史／福祉
用具専門相談員）と介護者同士の交流会

【申込み】電話かファックス（2面記入例
のとおり記入）で高齢者支援課高齢者
相談第二係（ 本 庁 舎2階 ）☎（5273）
4594・㋫（5272）0352へ。

新宿いきいき体操講習会

　介護予防のミニ講座「高齢者のうつ
予防」も実施します。

【日時】2月10日㈬午後
2時～4時

【会場】大久保地域セン
ター（大久保2―12―7）

【対象】区内在住・在勤
の方、20名

【持ち物】飲み物・室内履き（スリッパ不
可）、汗拭き用のタオル。動きやすい服
装でおいでください。

【申込み】1月18日㈪～28日㈭に電話

かファックス（2面記入例のとおり記
入）で地域包括ケア推進課介護予防係
☎（5273）4568・㋫（6205）5083へ。先
着順。

「遺言」講座・成年後見相談会

①今すぐ書ける「遺言」講座
【日時】2月12日㈮午後1時～2時50分
【内容】公正証書遺言と自
筆遺言（講師は西村逸夫
／公証人）
②成年後見相談会

【日時】2月12日㈮▶午後3時から・▶午
後4時から

【内容】弁護士による個別相談
………＜①②共通＞………

【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・在学の方、被後
見人等が区内在住の方、①は50名、②
は各回1組

【申込み】①は2月5日㈮まで、②は1月
18日㈪から電話かファックス・電子
メール（2面記入例のほか区内在住・在
勤等の別、希望する回（①②の別と②は
希望する時間）を記入）または直接、区
成年後見センター（高田馬場1―17―
20）☎（5273）4522・㋫（5273）3082・
㋱skc@shinjuku-shakyo.jpへ。① は
応募者多数の場合は抽選し、落選者に
のみ結果をお知らせします。②は先着
順。 

早稲田南町地域交流館の催し

⃝認知症サポーター養成講座
【日時】2月18日㈭午前10時～12時
【対象】区内在住の60歳以上、12名
【内容】認知症の正しい知識
【共催】榎町高齢者総合相談センター
【会場・申込】1月17日㈰から電話また

は 直 接、同 館（ 早 稲 田 南 町50）
☎（3208）2552へ。先着順。

介護者講座

⃝有料老人ホームの上手な選び方
【日時】2月19日㈮午後1時～3時
【会場】落合第一地域センター（下落合
4―6―7）

【講師】高橋えり（老人ホーム入居アド
バイザー）

【申込み】1月18日㈪から電話かファッ
クス（2面記入例のとおり記入）または直
接、落合第一高齢者総合相談センター

（中落合2―5―21）☎（3953）4080・
㋫（3950）4130へ。先着15名。
※介護のため参加が難しい方は、ご相
談ください。

地域ささえあい活動助成金  

助成団体の募集

　区社会福祉協議会が地域の皆さんの
活動を応援します。助成金ガイドライ
ン等詳しくは、お問い合わせください。

【対象団体】区内で活動する福祉団体、
町会・自治会、市民活動団体、当事者団
体ほか

【対象事業】4月1日以降に実施する▶地
域福祉の視点が盛り込まれた行事や活
動、学習会、▶地域での支えあい・助け
あい活動、▶ふれあい・いきいきサロン
の運営、▶障害者・難病患者などの当事
者団体の活動ほか

【申込み】事前連絡の上、所定の申請書
等を2月22日㈪（消印有効）までに同協
議会法人経営課（〒169-0075高田馬
場1―17―20)☎（5273）2941へ 郵 送
してください。要綱・申請書は同協議会
で配布するほか、同協議会ホームペー
ジ（㋭http://www.shinjuku-shakyo.
jp）から取り出せます。

地域活動者実践講座 公開講座 

（オンライン）

⃝子育てで自分の魅力を再発見
　～子どもと向き合うと見えてくる
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
た講座です。Zoomを利用できない方
は、区社会福祉協議会（高田馬場1―17
―20）で受講できます。

【日時】2月3日㈬午前10時30分～12時
【対象】区内在住・在勤・在学の子育て中
の方ほか、①Zoom利用…30名、②区
社会福祉協議会で受講…10名

【内容】子育てに関わる方が、客観的
に「自分」を見つめ直すヒント（講師は
髙祖常子／NPO法人ファザーリング・
ジャパン理事）　

【申込み】電話かファックス・電子メー
ル（2面記入例のほか受講方法（①②の
別）、①の方は電子メールアドレスを
記入）で1月25日㈪までに、区社会福祉
協議会☎（5273）9191・㋫（5273）3082・
㋱shinjuku-vc@shinjuku-shakyo.jp
へ。応募者多数の場合は抽選し、落選し
た方にのみ結果を連絡します。

はじめてのクラシックコンサート

⃝新宿区乳幼児文化体験事業
【日時・対象】2月6日㈯▶①
午後2時30分～3時20分…1
歳までのお子さんと保護
者・▶②午後4時30分～5時
20分…未就学児のお子さん
と保護者（各回50名）

【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）

【内容】乳幼児向けの弦楽四重奏クラシ

ックコンサート（出演は東京交響楽団）
【申込み】往復はがきに2面記入例のほ
か希望時間（①②の別）、保護者の参加
人数（2名まで）、お子さんの参加人数・
月齢・年齢を記入し、1月29日（必着）ま
でにNPO法人あそびと文化のNPO
新宿子ども劇場（〒162-0853北山伏
町2―17、ゆったりーの共同事務所
内）☎（5261）8696へ。応募者多数の
場合は抽選。

新宿NPO協働推進センターの

催し

①新宿NPO活動交流事業「地域と
NPOの交流会～災害時の被災地支援」

【日時】2月5日㈮午後6
時30分～9時

【対象】NPO団体、中間
支援団体ほか、20名

【内容】▶講演「被災地支援における
NPOの役割について」（講師は加納
佑一／東京ボランティア・市民活動
センター災害担当）、▶活動紹介（認
定NPO法人全国災害ボランティア
支援団体ネットワークほか）、▶トー
クセッション
②NPO活動基礎講座「明日から使える
ファシリテーション実践講座」

【日時】2月13日㈯午後1時～5時
【対象】社会貢献活動をしている方、
NPOで活躍している方ほか、20名

【内容】多様な人々が参加する会議・組
織で参加者の自由な対話を生み出しな
がら協働を促進する方法（講師は長畑
誠／明治大学公共政策大学院ガバナン
ス研究科教授）

【費用】2,000円（資料代）

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】1月17日㈰から電話かフ
ァックス・電子メール（2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10時～午
後6時）・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（費用
は②は2,000円）。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。

ささえーる 薬王寺の講座

①ささえーる歌声広場
【日時】2月9日㈫午前10時～11時30分
【内容】ハミングによるえん下機能等
の促進とリズム活動を通した
体幹訓練（講師は佐谷優佳／音
楽療法士）
②パソコン講座

【日時】2月12日㈮午後1時30分～3時
【内容】ワードを使った文書や町内会
等案内文の作成（講師は松元美紀恵／
NPO法人テラ・ガーデン新宿）

………＜①②共通＞………
【対象】区内在住の方、①は8名、②は5名
【会場・申込み】1月22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。

「思春期の子どもと向き合う」  

シンポジウム（オンライン）

　YouTubeで講義等の動画（90分程
度）を配信します。申込者へ動画サイ
トのURLを送ります（通信料等は申込
者負担）。

【配信期間】2月13日㈯午前9時～19日

㈮午後4時
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube
動画を視聴できる機器をお持ちの方、
150名

【内容】思春期の子どもについての講義
や不登校やひきこもりの体験談ほか

（講師は増山均／早稲田大学名誉教授、
橘ジュン／NPO法人BONDプロジェ
クト代表）

【申込み】1月18日㈪～2月3日㈬にチラ
シ裏面の申込用紙をファックス等で
OJDサポートセンター☎（5348）6996

（土・日曜日、祝日を除く午後1時～8
時）・㋫（5337）7912へ。先着順。チラシ
は特別出張所・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。

【問合せ】子ども家庭支援課子育て支援
係☎（3232）0695へ。

講座「ひとりひとりの「性」を大切

にする社会へ」（オンライン）

⃝ジェンダーの視点で考える「性」の
常識ってなんだろう?

　YouTubeでセミナーの動
画（90分程度）を配信しま
す。申込者へ動画サイトのURLをお送
りします（通信料等は申込者負担）。

【配信期間】2月19日㈮～25日㈭　
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube
動画を視聴できる機器をお持ちの方

【講師】遠藤まめた（にじーず代表）
【申込み】1月18日㈪～2月20日㈯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。

【宿泊受付窓口】新宿区保養施設受付
（区役所本庁舎1階）
☎（5273）3881（月～金曜日（祝日
等を除く）の午前9時～午後5時）
へ。
※土・日曜日、祝日等は☎（5369）
3902（午前10時～午後6時）へ。◆パソコン教室受講生募集（ウィンドウズ10）

◆新規会員募集

　センターの会員になって就業を希望す
る方はインターネット説明会（約30分）
または対面説明会（約1時間）を受講して
ください。後日、接遇研修等があります。

【対面説明会日時】▶1月20日㈬午前10時
から・午後1時30分から、▶1月21日㈭午
後1時30分から

【対象】区内在住の60歳以上で、健康で
就業意欲のある方

【仕事の例】▶パソコン等の事務補助、▶家
事援助、▶施設管理、▶登下校見守り

【会場・申込み】電話で同センターへ。
※インターネット説明会は同センター
ホームページ（右図QRコード）で
いつでも視聴できます。

1月２7日㈬の
応募事業者向け説明会
は中止になりました。
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