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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・変更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

早稲田文化芸術週間２０２１ 

　オンラインで楽しめるプレゼント企
画、コンサート・パフォーマンスの配
信、体験イベント等を開催します。
　詳しくは、早稲田大学ホームページ
「早稲田文化」（右図二
次元コード。㋭https://
www.waseda . j p /
culture/）でご案内し
ています。
【期間】10月11日㈪～21日㈭
【後援】新宿区
【問合せ】早稲田大学文化企画課
☎（5272）4783へ。

司法書士の無料相談会

　相続などの不動産登記、会社の登記
をはじめ、成年後見、不動産の賃貸借ほ
か訴訟や空き家問題等の相談をお受け
します。
【日時】10月14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】10月13日㈬までに電話で東
京司法書士会新宿支部☎（6279）1945
（月～金曜日午前9時～12時、午後1時
～5時）へ。

相続・不動産無料相談会

　不動産鑑定士・宅地建物取引士・弁護

士・司法書士・税理士などの専門家が相
談に応じます。
【日時】10月14日㈭午後1時～5時
【会場】赤城生涯学習館（赤城元町1―
3）
【対象】区内在住の方のほか、区内に土
地や建物をお持ちの方、10組（1人も
可）
【後援】新宿区
【申込み】10月8日㈮～13日㈬に電
話でNPO法人日本地主家主協会事
務局☎（3320）6281（土・日曜日を
除く午前9時～午後4時30分）へ。先
着順。

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
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

9月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

住民基本台帳人口  342,692人（387人減）
世帯数 218,233世帯（331世帯減）

日本人 外国人

人口計 307,816人
（154人減）

34,876人
（233人減）

男 153,788人
（26人減）

17,938人
（127人減）

女 154,028人
（128人減）

16,938人
（106人減）

★日常にゆとりのある生活を心掛け、十分な安静と休養・睡眠をとる
★自分自身のペースを大切にする
★やることの優先順位をつけ、頑張りすぎない
★趣味など自分なりのストレス解消法を持つ

うつを予防するために

●相談はお近くの保健センターへ
精神科医による相談（月1～2回）のほか、保健師による悩み相談を随時お受けし
ています。家族・友人のことや、新型コロナの影響で不安等を感じている方の相談
もお受けします。詳しくは各保健センターにお問い合わせください。

こころの悩み相談を行っています

　うつ病は、正しい理解と早期発見・治療が大切です。一人で解決で
きない問題が起こったら、身近な信頼できる人に相談しましょう。

10月11日～17日は精神保健福祉普及運動週間

もしかして…うつ病？
こんなサインはありませんか

うつに気付くためのサイン
〈自分が気付くサイン〉
●悲しい・憂うつ・沈んだ気分
●何事にも興味がわかず、楽しくない
●疲れやすく、元気がない
●自分を責め、自分は価値がないと感じる
●寝つきが悪くて、朝早く目が覚める
●食欲がなくなる　など

〈周囲が気付くサイン〉
●  以前と比べ表情が暗く、元気がない
●  体調不良の訴えが多くなる
●  仕事や家事の能率が低下したりミ
スが増える

●  周囲との交流を避けるようになる
など

　精神疾患への理解を深めてもらうため、各保健セン
ターや保健予防課等で配布しています。

パンフレット

「知っておきたい、こころの病気」
区内企業向けワーク・ライフ・バランス勉強会

●成功事例に学ぶ ワークライフ
　バランスの取り組み勉強会
【日時】11月11日㈭・26日㈮、12月8日
㈬いずれも午後2時～4時
【対象】区内の企業経営者・管理職・従業
員ほか、各回20名
【内容】男性の育休・ワークライフバラン
ス推進の体制づくり・残業削減について、
新宿区の優良企業表彰を受賞した企業の
取り組みの発表等を交えて課題解決の

方法を探る（コーディネーター
は新田香織／社会保険労務士）
【申込み】10月7日㈭から各回の
4日前までに申込書をファック
スで男女共同参画課（荒木町16、ウィズ新
宿）☎（3341）0801・㋫（3341）0740へ。先
着順。新宿区ホームページからも申し込
めます。申込書は同課・特別出張所等で配
布しているほか、新宿区ホームページか
ら取り出せます。

外出しなくても参加できる
多彩なオンライン講座
講演会「子どもの食物アレルギー・
アナフィラキシーの正しい知識と治療」
動画配信サイト「YouTube」での配
信に切り替える場合があります。
【日時】10月19日㈫午後7時30分～9
時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、100名
【講師】今井孝成／昭和大学医学部小児
科学講座教授
【共催】新宿区医師会
【申込み】電子メールに3面記入例の

とおり記入し、
10月14日 ㈭ ま
でに新宿区医師
会 ㋱contact@
sjk.tokyo.med.
or.jpへ。応募者多数の場合は抽選。
【問合せ】学校運営課保健給食係（第1
分庁舎4階）☎（5273）3098へ。 発達支援地域講演会

●困った行動には理由がある
【配信期間】11月1日㈪午前9時～12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
【内容】発達障害のあるお子さんへの支援

（講師は小野里美帆／文
教大学教育学部教授）
【申込み】10月7日㈭～20
日㈬に電話で子ども総合センター発達
支援係☎（3232）0679へ。

新宿NPO活動基礎講座
●ソーシャルビジネス実践講座
【日時】10月26日㈫午後6時45分～8時
45分
【内容】NPO法人等が持続的に社会貢
献活動をするために有効なソーシャル
ビジネスと手法（講師は岡本圭子／新
宿ソーシャルビジネス支援ネットワー

ク・日本政策金融公庫）
【費用】1,000円（資料代
等）
【申込み】10月7日㈭から新宿NPO協働
推進センターホームページ（㋭https://
snponet.net）へ。
【問合せ】同センター☎（5386）1315へ。

西新宿シニア活動館の講座
●認知症サポーター養成講座
　申込者に後日、講座参加のためのテ
キスト・アンケートを郵送します。
【日時】11月4日㈭午前10時～11時
30分
【対象】区内在住の50歳以上、20名
【内容】認知症の正しい知識等を学ぶ。
受講者には、同講座受講の印「認知症サ
ポーターカード」を差し上げます。
※受講中は参加状況確認のため、必ず
カメラをオンにし、講座途中の入退出
はご遠慮ください。
【申込み】10月7日㈭～23日㈯に参加
する本人が電話で同館☎（3377）9380
へ。先着順。

●認知症になった母
と脳科学者の私

【日時】10月22日㈮
午後1時45分～3時
45分
【対象】区内在住の
50歳以上、34名
【内容】認知症と、その家族について
の理解を深めるための講話（講師は
恩蔵絢子／金城学院大学・早稲田大
学・日本女子大学非常勤講師、脳科学
者）
【申込み】10月7日㈭～18日㈪に電話
で同館☎（3377）9380へ。先着順。

シルバー人材センター新規会員募集
【問合せ】同センター（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/）へ。

【職種・採用予定数】▶①看護師…若干名、▶②技能Ⅱ（警備）…若干名
【受験資格】▶①国籍を問わず、昭和52年4月2日以降生まれで、看護師の免許をお
持ちの方（令和4年2月に行われる国家試験により免許取得見込みの方を含む）
▶②国籍を問わず、昭和62年4月2日～平成16年4月1日に生まれた方
【採用予定日】令和4年4月1日
【1次選考日】11月21日㈰
【申込み】所定の申込書に必要事項を記入し、11月5日㈮午後5時までに人事課人
事係へ簡易書留で郵送（必着）または直接、お持ちください。詳しくは、募集案内・
新宿区ホームページをご覧ください。募集案内・申込書は人事課、特別出張所、区
立図書館等で配布しています。

新宿区職員募集
【問合せ】人事課人事係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）
☎（5273）4053へ。

● 60歳からのハツラツワーク
　センターの会員になって、家事援助や施設管理・清掃業務など
の仕事をしてみませんか。区内在住の60歳以上で、健康で就業意
欲のある方を募集しています。
●インターネットで入会申し込みができます
　同センターホームページ（右図二次元コード。㋭https://www.
s22s.jp/ef/1332/flow）から30分程度の入会説明会の動画をご
覧いただくと、いつでも入会申し込み・個別面談予約ができます。
　後日、同センターで入会登録手続き・接遇研修・就業相談を行います。

　12月15日㈬～令和4年1月16日㈰に区民ギャラリーで開催する写真展に展示す
る写真を募集します。優秀作品は新宿エ
コワン・グランプリで表彰します。
【対象】区内在住・在勤・在学の方
【募集内容】区内で令和2年以降に応募
者本人が撮影した、花・みどりがある風
景を題材とした未発表の作品（草花をア
ップにしたのみの写真等は不可。人や個
人の建物などが特定できる場合は当該
者の事前承諾を得ること）
※応募作品の返却はしません。
【規格等】2L～A4サイズ程度（組み写真可）
【申込み】応募写真（プリントしたもの）と所定の応募票（1作品に付き1枚）を10月
15日㈮～11月30日㈫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へ郵送（必着）または直接、お持ちください（10月25日㈪、
11月22日㈪は休館）。詳しくは、募集チラシでご案内しています。応募票・募集チラ
シは、同ギャラリー、地域センター、生涯学習館、区立図書館で配布しているほか、
エコギャラリー新宿ホームページ（㋭https://www.shinjuku-ecocenter.jp/）か
ら取り出せます。

新宿の花・
みどりいっぱい写真展

▲昨年の応募作品例

作品募集

【日時】10月26日㈫午後1時30分～4時30分
【対象】パーキンソン病・脊髄小脳変性症・多発性硬化症・重症筋無力症・筋萎縮性側
索硬化症等の神経難病と診断されている方やそのご家族、5名
【内容】▶神経内科医（中原仁／慶應義塾大学医学部教授）による医療・日常生活等
の個別相談、▶理学療法士（廣瀬昇／帝京科学大学大学院准教授）のリハビリ指導
【会場・申込み】10月7日㈭から電話で落合保健センターへ。先着順。

専門医による神経難病療養相談

★★★★★★★ 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 〒162-0805 矢来町6
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）

11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

事業名 担当 日 時間 内容

はじめて・
にこにこ
歯科相談

牛込   4㈭★・11㈭◎

9:00～10:30
予約制。むし歯予防等の相談・お口の
ケアのアドバイス
◎印…はじめて歯科相談（1歳児）
★印…にこにこ歯科相談（2歳児）

四谷   5㈮◎・26㈮★
東新宿   1㈪◎・  8㈪★
落合 16㈫◎・30㈫★

もぐもぐ
ごっくん
歯科相談

牛込 11㈭
9:00～10:30

予約制。乳幼児対象。
専門の歯科医師による食べ方につい
ての相談東新宿   1㈪

育児相談

牛込 12㈮ 9:00～10:00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）
四谷   4㈭ 9:00～11:00 さくらんぼくらぶ（個別相談）
東新宿 19㈮ 9:00～10:00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）落合 17㈬ 13:00～14:30

すこやか子ども
発達相談 牛込 30㈫ 13:40～16:20 予約制。小児専門医による発達相談

女性の健康
専門相談

女性の
健康支援
センター
（四谷）

  5㈮　 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。

30㈫　 更年期専
門

精神保健相談

牛込 16㈫ 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 26㈮ 14:00～16:15

東新宿 11㈭ 9:15～11:30
17㈬ 13:15～15:30

落合   4㈭ 14:00～16:15
うつ専門相談 牛込   2㈫ 14:15～16:30 予約制。精神科医師による個別相談依存症専門相談 落合 18㈭ 14:00～16:15

◆ 予約制のものは10月7日㈭から受け付けます ◆
　新型コロナ感染拡大状況により変更の可能性があります。お問い合わせください。

年に1度の健康チェック 健康診査料無

■対象

▶16歳～39歳で区内在住の方（学校・
勤務先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
※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。
▶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、生活保護等を
受けている方（65歳以上で東京都後期
高齢者医療制度に加入している方を含
む）
■実施場所

　区の指定医療機関
■検査内容
● 問診　 ●身体計測　 ●血圧測定

●尿検査　 ●血液検査　ほか
※診断書は発行しません。
※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。
■受診の流れ

受診には健康診査票が必要です。
❶区の指定医療機関を確認・予約…
健康診査票に同封の「健康診査・がん
検診のご案内」または新宿区ホーム
ページをご覧の上、医療機関へ直接
ご予約ください。
❷受診…健康診査票と国民健康保険証
等をお持ちください。
❸結果説明…後日、対面等で通知します。
■感染対策について

　各医療機関では、新型コロナ感染
拡大防止のための感染予防対策を実
施しています。ご協力お願いします。
【問合せ】健康づくり課健診係（第2分
庁舎分館分室）☎（5273）4207へ。

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

新宿区医師会区民健康センター
新宿7―26―4 ☎（3208）2223
【診療時間】受け付けは終了時間の30分前まで
▶土曜日…午後5時～10時（内科）
▶日曜日、祝日… 午前9時～午後10時（内科）
　　　　　　　  午前9時～午後5時（小児科）
※受診前に必ず電話でお問い合わせください。

土曜日夜間や日曜日・祝日に急病になったら

新型コロナの発熱外来を実施している医療機関

　新型コロナの感染が疑われる場合に受診できる区内の医療機
関リストを新宿区ホームページ（右図二次元コード）で紹介して
います。

▲同キャンペーン   
ホームページ

●1次募集に応募した方も再度応募できます
　地域経済の活性化のため区内在住の方向けに販売するプレミ
アム付商品券の購入申し込みの2次募集を行います。商品券は、1
枚500円の商品券が25枚つづりで一冊。12,500円相当分を10,000
円で購入できます。
【商品券利用期間】10月20日㈬～令和4年2月28日㈪
【申込み】専用はがきに必要事項を記入し、郵送してください。
応募者多数の場合は抽選。1次募集に当選した方には10月15
日㈮から順次購入引換券を発送します。
【問合せ】同キャンペーン事務局☎（6837）1453へ。

　広報新宿10月15日号に購入申し込み専用はがきが付いたチラシを
挟みこみます。ぜひ、ご応募ください。本庁舎・特別出張所・区内郵便
局等でも10月15日㈮から配架する予定です。

がんばろう!新宿応援キャンペーン 第2弾

25％お得!

購入申し込みの2次募集を10月15日から開始します

【募集期間】10月15日～11月1日（必着）

Zoom

Zoom

Zoom

YouTube

Zoom

「Zoom」の講座は、参加のための
ID・パスワードをお知らせします。
　いずれも通信料は申込者負担です。

Zoom …ウェブ会議ツール「Zoom」で開催

YouTube …動画配信サイト「YouTube」で配信

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
　広報新宿7月15日号で募集した結果、「ささえーる 中落合」に決定しました。た
くさんのご応募ありがとうございました。
【問合せ】▶愛称について…地域包括ケア推進課高齢いきがい係（本庁舎2階）☎（5273）
4567、▶施設利用について…ささえーる 中落合（中落合1―7―1）☎（3565）6375へ。

▲SDGsアイコン

愛称が に決まりました

【問合せ】保健予防課
保健相談係☎（5273）
3862へ。

プレミアム付商品券
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