2・3・8面 保健・衛生

くらし

▶令和4年度の住民税非課税世帯
に対する臨時特別給付金
▶プレミアム商品
券の購入申し込み
を開始します

令和4年（2022年） 第2399号

福祉
聴覚に障害がある方で
「ファックス番号のない記事」
へのお問い合わせは、
しんじゅくコールのファックス
をご利用ください。
※本紙に記載の電話番号は市外局番（03）
を省略しています。

2・3・4・7面

3・6・8面

▶熱中症は予防が大事

イベント

4・5面

▶漱石山房記念館
開 館5周 年 記 念
イベント

新型コロナの状況によりイベント等は中止・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等でご確認ください。

地域で安心して暮らし続けられるように

HPで詳しく

成年後見制度をご活用ください
成年後見制度は、
認知症・知的障害・精神障害などにより、
判断能
力が十分でない方の権利を守るための、
民法に基づく制度です。
家庭裁判所が、
申し立てに基づき親族・専門家
（弁護士等）
・市民
後見人・法人
（社会福祉協議会等）などから成年後見人等を決定
し、財産の管理や生活・医療・介護・福祉に関わる契約などをお手
伝いできるようにします。
すでに判断能力が不十分な方のための「法定後見制度」と、将
来の不安に備えて本人があらかじめ後見人を選ぶ「任意後見制
度」があります。区では、区民の皆さんが制度を活用できるよう、
制度に関連する講座や説明会を開催しています。

成年後見制度関連講座について

2面

でご案内しています

生活に不安がある方へ
制度のご相談は

制度について気軽にご相談ください

区成年後見センターへ

下記のような困り事がある方は、
気軽にご相談ください。

通帳をなくした
り、お 金 の 管 理 が
できない

☎
（5273）
4522・㋫
（5273）
3082

施設入所や福祉
サービスの契約が
難しい

成年後見人は以下のことをお手伝いします

高田馬場1―17―20（区社会福祉協議会内）
月〜金曜日午前8時30分〜午後5時

※司法書士（月曜日）
・弁護士
（水曜日）
・社会福祉士
（金曜日）の専門相談
（午後
1時〜2時・午後2時30分〜3時30分）も実施しています。同センターに予約の
上、
ご利用ください。

●

◎財産の管理

◎生活・医療・介護・福祉に関わる契約

本人の資産や収支状況を把握し、
本

本人がその人らしい生活を送るため、

人のために必要かつ相当な支出を計

介護サービスの利用や施設への入所契

画的に行い、
資産を安全に管理します。

約などを本人に代わって行います。

区社会福祉協議会が法人として成年後見人等になり
必要な支援をします
区成年後見センター
（区社会福祉協議会内）
の担当職員が、
必要な支援を

行います。
詳しくは、
お問い合わせください。
区社会福祉協議
会ホームページ
（ 右 二 次 元 コ ー ド。㋭https://www.
shinjuku-shakyo.jp）
でもご案内しています。

成年後見制度の利用に必要な費用を助成しています

HPで詳しく

制度の利用を開始する際に必要な家庭裁判所への申立費用と、
利用開始後の成年後見人等への報酬を助成しています。
助成には、
財産
や収入等の要件があります。
詳しくは、
お問い合わせください。
問合せ 地域福祉課福祉計画係（本庁舎2階）
☎
（5273）3517・㋫
（3209）9948

▲申立費用助成

▲報酬助成

★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。

HPで詳しく

（2）第2399号

このマークがある記事は、ホームページで
詳しくご案内しています。

令和4年（2022年）8月5日発行

成年後見制度関連講座

講座

制度を支える担い手になりたい方向け

制度の活用を検討している方向け

市民後見人
養成基礎講習

任意後見講座・
任意後見事業説明会

市民後見人は、地域の身近な立場で成年後見活動を行う

HPで詳しく

一般市民の方です。区社会福祉協議会の監督のもと、弁護
士等の専門家や親族と同様に財産管理や契約締結などを

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将
来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ選んだ方（将

未稿

お手伝いします。

来の任意後見人）と将来お願いする内容を決め、公正証書に契約するも
のです。

同講座では成年後見制度の仕組みや知識、
成年後見人等としての心構え

①任意後見講座

等を学べます。
書類選考で受講者を決定し、
修了した方が市民後見人として

日時 9月16日㈮午後2時〜3時20分

活動できます。
受講を希望する方は必ず下記受講説明会にご参加ください。

対象 区内在住・在勤・在学の方、区内在住の方の親族、30名

日時 10月26日㈬、
11月4日㈮・11日㈮・18日㈮・25日㈮・30日㈬
（全6回）

内容 任意後見制度の仕組み、利用までの流れ

いずれも午後1時から
（4時間程度。
11月18日㈮のみ午後1時30分から）

講師 藤田恭子（司法書士）

会場 区社会福祉協議会
（高田馬場1―17―20）

②任意後見事業説明会

対象 区内在住・在勤・在学または区内で高齢者・障害者等に関わる社会貢

日時 9月16日㈮午後3時30分〜4時30分

献活動の実績があり、
講習受講後に市民後見人として活動できる方

対象 区内在住の方、区内在住の方の親族、30名

●

受講説明会

内容 区社会福祉協議会の任意後見事業の内容、利用方法、利用料金ほか

参加者に上記基礎講習の受講申請書類を配布します。

……………＜①②共通＞……………

日時 9月2日㈮▶①午後2時〜3時、▶②午後3時30分〜4時30分

会場 区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）

会場 区社会福祉協議会
（高田馬場1―17―20）

申込み 9月6日㈫までに電話かファックス・電子メール（7面記入例のほ

申込み 8月8日㈪〜31日
（必着）
に電話かはがき・ファックス
（7面記入例のほ

かファックスで申し込みの方はファックス番号、区内在住・在勤・在学・区

か希望時間
（①②の別）
、
お持ちの方はファックス番号を記入）
または直接、
問

内在住の方の親族の別、希望する回（①②の別）を記入）で問合せ先へ。応

合せ先へ。
各回先着15名。
日程に都合がつかない場合はご連絡ください。

募者多数の場合は抽選。

問合せ 地域福祉課福祉計画係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎2

問合せ 区成年後見センター☎（5273）4522・㋫（5273）3082・

階）☎（5273）3517・㋫（3209）
9948

㋱skc＠shinjuku-shakyo.jp

確認書の返送はお済みですか

詐欺被害防止に効果的

令和4年度の住民税非課税世帯
に対する臨時特別給付金

自動通話録音機を
無料で貸し出します

●

給付を受けるには確認書の返送が必要
です
（返送期限は9月30日㈮
（消印有効）
）

HPで詳しく

対象世帯には、
支給案内と確認書を右封
筒で発送しています。
※令和4年度の住民税均等割非課税世帯
の方（令和3年度の住民税非課税世帯と
既に家計急変世帯に対する臨時特別給付

「自動通話録音機」
（下写真）は、着信時に通話を録音することを相手に
知らせる警告メッセージを流し、通話中の会話を録音する装置です。犯人
は自分の声を録音されることに抵抗を感じるため、犯行をあきらめさせ
る効果があります。
取り付けに工具や工事は不要で、電話機と電話線の間に接続するだけ
で使用できます。
区内在住で、原則として65歳以上の方に無料で貸し出しています。希

金の支給を受けた世帯を除く）で、確認書が届いていない場合は、下記

望する方は区危機管理課や各特別出張所、最寄りの区内警察署にお問い

コールセンターへお問い合わせください。

合わせください。

問合せ 区臨時特別給付金コールセンター☎0120（005）885（午前8時
30分〜午後7時）
※開設期間は9月30日㈮まで
（土・日曜日、
祝日を除く）です。
※筆談・代筆が必要な方やお電話が困難な方のための相談窓口を区役所本
庁舎4階に設置しています。
区の担当課 区臨時特別給付金対策室☎
（5273）
4112
●

その他受け付け中の臨時特別給付金

▶令和3年度の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
お送りした確認書を9月30日㈮
（消印有効）
までに返送してください。
▶家計急変世帯に対する臨時特別給付金
令和4年度の住民税均等割課税世帯のうち、
新型コロナの影響で令和4年

▲自動通話録音機

警察署代表電話 ▶牛込☎
（3269）
0110、▶新宿☎
（3346）
0110、▶戸塚

1月以降に減収した世帯で給付を希望する場合は、
9月30日㈮
（消印有効）
まで

☎
（3207）
0110、
▶四谷☎
（3357）
0110

に申請が必要です。
詳しくは、
上記コールセンターへお問い合わせください。

問合せ 区危機管理課危機管理係
（本庁舎4階）☎（5273）3532

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、各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

災害関連情報・区政情報を即時に発信
アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info
区公式フェイスブック sh i n j u ku . in f o
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第2399号（3）

熱中症は予防が大事！
熱中症とは、暑い環境で体温の調整ができなくなった状態です。日頃からしっかり対策し、予
防しましょう。外出はなるべく避けて涼しい室内に移動しましょう。

特に気を付けたいこと
●

「まちなか避暑地」
をご利用ください

応急処置

のどが渇く前にこまめに

▶涼しい場所へ避難し、服をゆ

水分補給

るめ、首・脇の下・太腿のつけ根

1日当たり1 2ℓが目安です。

を保冷剤や氷枕、冷えたペット

高齢者は特に心がけましょう。
●

暑さが厳しいときは

9月30日㈮まで、高齢者の日
中の居場所として、21か所の区

ボトル等で冷やす

昼夜を問わず

▶冷やした水分・塩分の入った

エアコン等を使用

スポーツドリンク等を補給する

室 温 は28度 前 後 に な る よ

★呼びかけに反応がない場合

うにしましょう。

の施設が利用できます。熱中症
予防にご活用ください。
施設の利用証がない方も利
用できます。

は、無理に水分は飲ませず救急

利用できる施設 ささえーる 薬

車を呼びましょう。

熱中症を疑う場面

王寺・ささえーる 中落合・シニ

問合せ 健康政策課健康企画係
（第2分庁舎分

熱中症を引き起こす原因

館1階）☎（5273）3024

▶気温が高い、湿度が高い

ア活動館・地域交流館
利用可能日時 9月30日㈮まで
の午前9時〜午後6時（土・日曜

▶風が弱い、陽射しが強い

日、祝日も利用可。ささえーる

▶照り返しが強い

中落合は日曜日休館）

▶急に暑くなった

※新型コロナ対策のため、施設

熱中症の危険信号

の利用を制限する場合があり

▶高い体温

▲こののぼり
が目印です

ます。

▶赤い・熱い・乾いた皮膚

問合せ 地域包括ケア推進課高齢いきがい係
（本庁

▶ズキズキとする頭痛

舎2階）☎（5273）4567

▶めまい・吐き気・しびれ
▶呼びかけに反応がない

スポーツ係
（第1分庁舎7階）☎
（5273）
4358・㋫
（5273）
3590

介護者講座
●

宿区ホームページまたは問合せ先へお
問い合わせください。

在宅医療とは
〜おうちで“みる”をあきらめない

ギャラリー“みるっく”展示作品募集
（10月～令和5年3月分）
展示場所や展示方法等詳しくは、新

講座

日時 9月17日㈯午後1時〜3時

新 宿 い き いき 体操
サ ポー ター養成セ ミナ ー

ノ ー バ デ ィ ズ パ ー フ ェ クト 講 座
講座

会場 落合第一地域セン
講座

いつまでも輝い

ター（下落合4―6―7）

同年代のお子さ

講師 西東瑠璃（在宅診

んのいる親同士

療医師）

で、子 育 て の 悩 み

展示場所 ▶新宿コズミックセンター

て過ごすための介

申込み 8月8日㈪から電話かファック

や関心ごとを話し

（大久保3―1―2）、▶新宿スポーツセ

護 予 防 体 操「 新 宿

ス
（7面記入例のとおり記入）または直

合いながら自分に

ン タ ー（ 大 久 保3―5―1）
、▶ 四 谷 ス

い き い き 体 操 」を

接、問合せ先へ。先着30名。

合った子育て方法

ポーツスクエア（四谷1―6―4）

学び、体操を地域で広めるサポーター

問合せ 落合第一高齢者総合相談セン

を 学 ぶ、親 支 援 プ

※展示場所により展示期間が異なります。

の養成セミナーを実施します。
2日間

タ ー（ 中 落 合2―5―21）☎（3953）

ログラムです。子育ての悩みや不安を

※展示期間は、
1個人
（またはグループ）

のセミナーを修了した方には修了証書

4080・㋫
（3950）4130

話し合ってみませんか。

に付き、
年度内1回最大1か月までです。

をお渡しし、サポーター名簿に登録し

対象 区内在住の方、会員数が5名以上

ます。
持ち物等詳しくは、参加者に別途

で8割以上を区内在住・在勤の方で構

郵送でご案内します。

成しているグループ

日 時 9月8日 ㈭・15日 ㈭ 午 後2時 〜4

日 時 10月1日 ㈯ 午 後1時30分 〜2時

対象 区内在住で生後6か月〜5歳児の

申込み 申請書に必要事項を記入し、8

時、
全2回

20分

保護者、6名

月31日
（必着）までに郵送・ファックス

会場 大久保スポーツプラザ
（大久保3

対象 中学生以上、80名

※申込者が5名に満たない場合は、中

または直接、問合せ先へ。
申請書は問合

―7―42）

講師 野尻雅美（医学博士）

止します。

せ先で配布しているほか、新宿区ホー

対象 区内在住・在勤の18歳以上、10名

申込み 往復はがきに7面記入例のほか

申込み 8月15日㈪から電話かファッ

ムページから取り出せます。

程度

同伴者がいる場合は同伴者の氏名（ふ

クス（7面記入例のとおり記入）または

なお、ギャラリーオーガード“みるっ

申込み 8月8日㈪〜25日㈭に電話かフ

りがなも）
・連絡先を記入し、9月14日

直 接、問 合 せ 先 へ。先 着 順。託 児 あ り

く”
（歌舞伎町1―30）は、
JRの耐震工事

ァックス
（7面記入例のとおり記入）で

（必着）までに問合せ先へ。応募者多数

終了後、
「新宿の観光スポット」
等のテー

問合せ先へ。先着順。

の場合は抽選。

会場・問合せ 中落合子ども家庭支援セ

マ写真を装飾し、
明るく美しい都市空間

問合せ 地域包括ケア推進課介護予防係

会 場・問 合 せ 四 谷 地 域 セ ン タ ー

ン タ ー（ 中 落 合2―7―24）☎（3952）

（本庁舎2階）
☎
（5273）
4568・㋫
（6205）

（ 〒160-8581内 藤 町87）☎（3351）

7751（日曜日、祝日を除く午前9時30

としてリニューアルする予定です。
問合せ 生涯学習スポーツ課生涯学習

5083

特別講演会
●

講座

晩年を幸せに生きるための知恵

3314

日 時 9月15日 ㈭・22日 ㈭・29日 ㈭、
10月6日 ㈭・12日 ㈬・20日 ㈭ 午 前10
時〜12時（全6回）

（要予約）。

分〜午後6時）
・㋫（3952）7164

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。
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心身障害者医療費助成制度

高校・大学などへの進学を応援します

受験生チャレンジ
支援貸付事業

障（マル障）受給者証を発送します
◆8月17日以降に発送します

高校・大学等の受験料と学習塾の費用を無利子でお貸しし

東京都心身障害者医療費助成制度
（★）
の対象

HPで詳しく

ます。
高校・大学等へ進学した場合は、
所定の手続きにより返

で9月以降も受給資格のある方に、9月1日㈭か

済が免除されます。
詳しくは、
ご相談ください。

ら1年間有効の受給者証を発送します。
9月にな

区社会福祉協議会ホームページ
（ 右 二 次 元 コ ー ド。

っても届かない方は、
お問い合わせください。

㋭https：//www.shinjuku-shakyo.jp/news/370/）
でもご案内しています。

★東京都心身障害者医療費助成制度

対象・貸付限度額 一定所得以下の世帯のお子さんで、▶中学3年生とこれ

国民健康保険や社会保険などの健康保険の

に準ずる方…塾の費用20万円・受験料2万7 400円（上限）、▶高校3年生

自己負担分から一部を差し引いた額を助成し

とこれに準ずる方…塾の費用20万円・受験料8万円（上限）

ます（入院時食事療養・生活療養標準負担額は

問合せ 区社会福祉協議会地域活動支援課☎（5292）3250

対象外）。
問合せ 障害者福祉課経理係
（本庁舎2階）
☎
（5273）
4520・㋫
（3209）
3441
◆次の方は心身障害者医療費助成の受給資格があります
未申請の方は申請してください
対象 原則として、区内在住で健康保険に加入し、2021年（令和3年1月〜
12月）中の所得が基準額以下で、
64歳以下で次のいずれかを取得した方

地域安心カフェの
運営ボランティアを募集
区では、地域のつながりや支え合いの輪を広げるため、高齢者や介護者

▶身体障害者手帳1級・2級
（内部障害者は1〜3級）
▶愛の手帳1度・2度

が気軽に立ち寄り、交流・相談等ができる「地域安心カフェ」の運営を支援

▶精神障害者保健福祉手帳1級

しています。ボランティアとしてカフェの運営に携わってみませんか。

※所得基準額は扶養親族等がいない方は360万4 000円。以降、扶養親族

◆ボランティア募集説明会

等が1人増えるごとに38万円を加算。詳しくは、お問い合わせください。

活動内容等の説明会を実施します。
実際に活動するカフェボランティア

以前に資格を喪失した方でも、所得が基準額以下になった方は申請でき

から話を聞くことができます。
後日、
希望するカフェを見学できます。

る場合があります。

日時 9月2日㈮午後2時〜4時

※後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちで令和4年度の住民税が課税

会場 区役所本庁舎6階第2委員会室

の方、
健康保険の自己負担のない施設に入所している方は対象外です。

申込み 8月8日㈪から電話かファックス（7面記入例のとおり記入）で問

申請方法 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳と健

合せ先へ。先着30名。

康保険証をお持ちの上、
直接、
問合せ先へ。

問合せ 高齢者支援課高齢者相談第二係（本庁舎2階）☎（5273）4594・

問合せ 障害者福祉課相談係
（本庁舎2階）
☎
（5273）
4518・㋫
（3209）
3441

㋫
（5272）0352

部活動運営支援研 修 会

講座

いる方ほか、20名

上映作品「もうろうをいきる」
（1時間

へ。小学生は保護者同伴。応募者多数の

内容 寄付や助成金を得るためにすべ

31分）

場合は抽選。

きこと

申込み 8月11日㈷〜9月6日㈫午後5時

会 場・ 問 合 せ 区 民 ギ ャ ラ リ ー

②クラウドファンディング講座

までに電話で問合せ先へ。
先着75名。

（〒160-0023西新宿2―11―4、新宿

日 時 8月30日 ㈫ 午 後6時45分 〜8時

問合せ 中央図書館☎（3364）1421

日時 8月19日㈮午後4時〜6時
（午後3

45分

時30分開場）

対象 社会貢献活動をしている方、活動

会場 新宿コズミックセンター
（大久保

資金確保にお悩みの方ほか、20名

3―1―2）

内容 クラウドファンディングで共感

①プリザーブドフラワー作り体験会

対象 区立小・中学校でクラブ・部活動指

を集めるポイント

日時・定員 9月10日㈯▶午前10時30分

導に関わる顧問教員・外部指導員・ス

………＜①②共通＞………

み ん な の 区民ギ ャラリ ー展
イベント
ワ ークシ ョ ッ プ

〜12時、
▶午後1時〜2時30分
（各10名）

中 央 公 園 内 ）☎（3348）6277・
㋫（3344）4434・㋱info@shinjukuecocenter.jp

講座

クールスタッフほか、
50名

費用 1 000円（資料代等）

費用 1 000円（材料費等）

硬式テニス教室

内容 ▶成長期における児童生徒の発

申込み 8月7日㈰から電話かファック

②季節の花をはがきに描く

日時 9月2日〜27日の火・金曜日午後

育発達を考慮した運動指導概論、▶臨

ス・電子メール
（7面記入例のとおり記

日時・定員 9月12日㈪午前10時〜12

7時30分〜9時30分、全6回（20日・23

床心理士が感じる「中学生のこころと

入）
または直接、問合せ先へ。先着順。オ

時（5名）

日を除く）

認知」

ンライン受講もできます。詳しくは、お

費用 500円（材料費等）

会場 大久保スポーツプラザ（大久保3

申込み 8月8日㈪〜12日㈮に電話で問

問い合わせください。

③ハーバリウム作り

―7―42）

合せ先へ。
先着順。

会場・問合せ 新宿NPO協働推進セン

日時・定員 9月12日㈪午前10時30分

対象 区内在住・在勤の18歳以上の初

問合せ 教育支援課教育活動支援係

ター
（高田馬場4―36―12）☎（5386）

〜12時（10名）

心者〜初級程度の方、35名

☎（3232）1058

1315・ ㋫
（5386）1318・ ㋱hiroba@

費用 1 000円（材料費等）

費用 5 000円（保険料を含む）

新宿NPO活動基礎 講 座

講座

………＜①〜③共通＞………

s-nponet.net
イベント

申込み 往復はがきに7面記入例のほか

対象 小学生以上

年齢を記入し、8月25日（必着）までに

①ファンドレイジング講座

水曜上映会

申込み 8月22日
（必着）までに往復は

問合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。

日 時 8月23日 ㈫ 午 後6時45分 〜8時

日時 9月7日㈬午後2時から（午後1時

がきかファックス・電子メール（7面記

主催・問合せ 区硬式庭球連盟・篠田康

45分

40分開場）

入例のほか、お持ちの方はファックス

美（〒162-0052戸山2―33―1231）

対象 非営利団体の活動資金調達の手

会場 新宿コズミックセンター8階プラ

番号・電子メールアドレス、①は希望時

☎090（3812）8603

法を学びたい方、社会貢献活動をして

ネタリウム（大久保3―1―2）

間
（午前・午後の別）を記入）で問合せ先

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。

HPで詳しく

このマークがある記事は、ホームページで
詳しくご案内しています。
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漱石山房記念館 開館5周年記念

第2399号（5）

夏目漱石
記念施設整備基金に
ご支援を

イベント

日本文学研究者による対談・
文学座所属俳優によ る朗読で漱石とその文学を味わう

漱石を語る午後

●

ゆうちょ銀行（郵便局）での寄附

日時

9月23日㈷午 後 2 時 〜 4 時 4 0 分 終 演

▶①文化観光課・漱石山房記念館（早稲田南町7）
・特別

会場

牛込簞笥区民ホール（簞笥町15）

はさみ込んである払込取扱票を利用（手数料は不要）

出張所・区立図書館等で配布しているパンフレットに
▶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

内容 ▶第1部…令和4年度榎町地区
「夏目漱石」暗唱コンクール表彰児童による暗唱、対談「漱石を開く」
（講師は石原千秋／早稲田大学教育・総合科学学術院教授、小森陽一／東京大学名誉教授）
▶第2部…文学座所属俳優による朗読『夏目漱石・オムニバス朗読劇』
ー
「吾輩は猫である」
「坊っちゃん」
「草枕」
「三四郎」
「こころ」
より

新宿区夏目漱石記念施設整備基金
●

▶③各金融機関のATM（現金自動預払機）を利用（手数
料は寄附者負担）

構成 瀬戸口郁・西川信廣

口座番号 ゆうちょ銀行〇一九支店
（当座預金）
0291301

演出 西川信廣

新宿区夏目漱石記念施設整備基金

出演 瀬戸口郁・郡山冬果・細貝光司・岡本温子

●

音楽 上田亨
申込み はがき・ファックスに7面記入例のほか希望人数（2名まで）を記入し、8月25日（必着）までに問合
せ先へ。定員300名程度
（小学生までは保護者同伴）
。応募者多数の場合は抽選し、
9月2日㈮以降に応募者
全員に郵送で結果をお知らせします。
障害のある方で、配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。
問合せ 文化観光課文化資源係
（ 〒160-8484歌 舞 伎 町1―5―1、第1分 庁 舎6階 ）☎（5273）4126・
㋫
（3209）1500

インターネットでの寄附

▶④ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を利用
詳 し く は、同 サ イ ト（ ㋭https://furusato-tax.jp/
city/product/13104）をご確認ください。
※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。

★当日の様子を撮影し、
後日区公式YouTubeチャンネル「新宿区チャンネル」
で無料配信します。

ご参加ください

ご参加ください

講座

ささえーる 中落合の
講座
①スマートフォン講座

ささえーる
薬王寺の講座
講座

日時・定員 9月5日㈪午後1時〜3時（10名）
持ち物 スマートフォン。お持ちでない方は貸し出します。

①ウオーキング講座
●

ゆうちょ銀行（郵便局）以外の金融機関での寄附

新宿の街中を抜けて

②㈱大塚製薬による社会貢献活動講座〜食事を通した健康管理

早秋の新宿中央公園に

日時・定員 9月7日㈬午前9時30分〜11時（20名）

日時・集合・解散場所・定員 9月6日㈫午前9時同館集合、
午後0時30分新宿中

③美味しい食事で健康づくり

央公園
（西新宿2―11）
で解散
（20名）

日時・定員 9月29日㈭午前9時30分〜11時30分（8名）

主なコース 念仏坂・安養寺坂・新宿文化センター・新宿遊歩道公園・新都

メニュー 豆乳チキンクリーム・キャロットライス
………＜①〜③共通＞………

心歩道橋・議事堂通り・南通り・新宿中央公園。
約6㎞
②美容専門学生によるマニキュア

対象 区内在住の方

日時・定員 9月13日㈫午後1時30分〜3時
（12名）

申込み ①は8月19日㈮、②は8月26日㈮、③は9月2日㈮までに電話また

内容 専門学校生による爪磨きかマニキュア、
1人20分程度

は直接、問合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。

③㈱大塚製薬による社会貢献活動講座

会場・問合せ 同館（中落合1―7―1）☎（3565）6375（日曜日を除く午前

日時・定員 9月29日㈭午前10時〜11時30分
（16名）

9時〜午後6時）

内容 フレイル予防と栄養の話
④身体と脳を同時に鍛える
「コグニサイズ」
日時・定員 9月2日〜令和5年1月6日の毎週金曜日（9月23日、12月9日・
23日・30日を除く）午前10時〜12

区立図書館

時、全15回（ う ち3回 は 自 主 活 動 ）

ＨＰで発信

（10名）
内容 運動と計算・しりとり等を組

●

み合せた認知症予防のための運動

区内在住で同講座を初めて受講する方

▶英語絵本のおはなし会（8/27）
▲コグニサイズ

申込み ①は8月15日㈪、②〜④は8月22日㈪までに電話または直接、問
合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。
会場・問合せ 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）

●

イベント

講座

※（ ）内は開催日です。

子ども対象

中町図書館☎（3267）3121

………＜①〜④共通＞………
対象 ①〜③は区内在住の方、④は

図書館のイベント情報

一般対象

ホームページでも
イベント情報を
発信しています

戸山図書館☎（3207）1191
▶一般講演会「水がもたらす世界の
平和」
（8/20）
▶朗読で味わう文学（9/3）
四谷図書館☎（3341）0095

▲子ども対象
ページ

▲一般対象
ページ

▶図書館で調べる「これからの働き
方」
（9/4）

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

（6）第2399号
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9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。

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★

牛込保健センター
四谷保健センター
東新宿保健センター
落合保健センター
女性の
健康支援センター

☎（3260）6231 ㋫（3260）6223 〒162-0805 矢来町6
☎（3351）5161 ㋫（3351）5166 〒160-0008 四谷三栄町10-16
☎（3200）1026 ㋫（3200）1027 〒160-0022 新宿7-26-4
☎（3952）7161 ㋫（3952）9943 〒161-0033 下落合4-6-7
〒160-0008 四谷三栄町10-16
☎（3351）5161 ㋫（3351）5166
（四谷保健センター内）

予約制のものは8月8日㈪から受け付けます

新型コロナの状況によっては変更の可能性がありますので、
お問い合わせください。
事業名
はじめて・
にこにこ
歯科相談

担当
日
時間
牛込
1㈭★・ 8㈭◎
四谷
2㈮◎・30㈮★
9：00〜10：30
東新宿 5㈪◎・12㈪★
落合 13㈫◎・20㈫★

もぐもぐ
ごっくん
歯科相談

牛込

8㈭

東新宿

5㈪

母親学級

四谷

8㈭・15㈭

牛込

9㈮

四谷

1㈭

育児相談

すこやか
子ども発達
相談
育児
（双子の会）

東新宿 16㈮

内容
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）

予約制。乳幼児対象。
9：00〜10：30 専門の歯科医師による食べ方の相
談
予約制。定員30名、2日制。
13：30〜15：30 1日目：沐浴実習、歯の健康
2日目：分娩の経過・呼吸法、
食事の話
個別相談
9：00〜10：00
（おおむね1歳までの乳幼児）
9：00〜11：00 さくらんぼくらぶ（個別相談）

9：00〜10：00 個別相談
13：00〜14：30（おおむね1歳までの乳幼児）

落合

7㈬

牛込

27㈫

13：40〜16：20 予約制。小児専門医による発達相談

落合

13㈫

13：30〜15：00 予約制。子育ての情報交換・交流会

牛込 30㈮◎
はじめまして
四谷
1㈭◎
赤ちゃん
応援教室
東新宿 15㈭◎
（産婦クラス）
落合 28㈬◎
（妊婦クラス） 四谷
牛込
四谷
離乳食講習会
東新宿
落合
牛込
四谷
1歳児
食事講習会
東新宿
落合

30㈮★
20㈫
22㈭
12㈪
30㈮
8㈭
2㈮
5㈪
13㈫

▼しんじゅく健康
フレンズ

■実施場所
区の指定医療機関
■対象
区内在住で、
以下のいずれかに該当する方
（令和5年3月31日時点の年齢）
▶16歳〜39歳の方
（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歳で新宿区国民健康保険以外の健康保険（健康保険組合・共
済組合・協会けんぽ・国民健康保険組合等）に加入している方（被扶養者
を含む）の健康診査は、各保険者が実施します。詳しくは、加入している
保険者へお問い合わせください。
▶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歳以上の東京都後期高齢者医療制度加入者を含む）
■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。
①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」に掲載の「実施医療機関一覧」ま

産婦クラス、妊婦クラス共に予約制
◎印…産婦クラス
13：15〜14：15 グループでのミニ講話・情報交換
15：00〜16：00（おおむね4か月までのお子さんを
育てているお母さんと赤ちゃん）
★印…妊婦クラス
13：00〜14：00 助産師によるお話やストレッチな
14：30〜15：30 ど
（希望者に乳頭チェック有）

たは新宿区ホームページ（右上二次元コード）を確認の上、医療機関へ直

予約制。
13：00〜14：00
おおむね5〜6か月児対象。
14：30〜15：30
離乳食の話と調理実演。

■健康診査票について

接、ご予約ください。
②受診…健康診査票と国民健康保険証等をお持ちください。
③結果説明…後日、対面等で通知します。
※受診の際は、各医療機関の感染予防対策にご協力ください。
お手元にない方は、
問合せ先または各保健センターへご連絡ください。
問合せ 健康づくり課健診係
（第2分庁舎分館分室4階）☎（5273）4207

1歳〜1歳6か月児対象。
9：00〜10：30 離乳完了時期の食事の話。
※はじめて歯科相談と同時開催。

予約制。
20歳以上の方対象
（1年度
に1回。医療機関で骨粗しょう症と
骨粗しょう症
診断されたことのある方を除く）
。
9：00〜10：30
予防検診
各日定員40名。骨密度測定（かかと
東新宿 14㈬
の測定・超音波法）、医師の結果説
落合
8㈭
明、健康・栄養相談。300円
女性の 2㈮
予約制。女性の婦人科医などの個別
女性の健康 健康支援 産婦人科系全般
相談。思春期から更年期の女性のか
14：00〜16：00
専門相談
センター 27㈫
らだや婦人科系の症状などについ
（四谷） 更年期専門
て相談できます。
牛込
6㈫・20㈫
14：15〜16：30
四谷 16㈮
14：00〜16：15 予約制。
精神科医師による思春期から高齢
精神保健相談 東新宿 7㈬
13：45〜16：00
期
（認知症を含む）までの
「こころ」
1㈭
9：15〜11：30 の相談
落合
15㈭
14：00〜16：15
依存症相談
四谷 22㈭
14：00〜16：15 予約制。精神科医師による個別相談
うつ専門相談 東新宿 29㈭
13：15〜15：30 予約制。精神科医師による個別相談
パーキンソン
13：30〜14：15 予約制。パーキンソン病の方とその
東新宿 5㈪
体操教室
15：00〜15：45 家族を対象にした運動療法
予約制。理学療法士・作業療法士が
牛込
5㈪
自宅を訪問し、実技指導のほか、リ
四谷
9㈮
ハビリ等のアドバイスをします。
訪問指導
13：30〜15：30
※管理栄養士・歯科衛生士の訪問指
東新宿 26㈪
導
（栄養・歯科のアドバイス・実技指
落合
6㈫・16㈮
導）は随時実施（予約制）
予約制。16歳以上対象。保健師・栄
牛込 27㈫
健康相談
養士・歯科衛生士等の個別相談。健
（生活習慣病 四谷 16㈮
康診査の結果の見方、食事や健康
や歯周病予防
9：00〜10：30 面、歯周病の予防などについて相談
に 関 す る 相 東新宿 14㈬
できます。
談）
※最近、健康診査を受けた方は、健
落合
8㈭
診結果をお持ちください。
牛込

四谷

年に1度の健康チェック
無 料 健康診査

27㈫

16㈮

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します。
申し込み方法等詳しくは、
お問い合わせください。
日時 9月17日㈯午前9時30分〜11時、
午後1時〜2時30分（2回とも同じ内容）
会場 牛込保健センター
問合せ NPO法人助産師みらいSHⅠNJUKU㋭http://jyosanshi-mirai.org/
☎080（3710）0361（日曜日、
祝日等を除く午前9時〜午後6時）

講座

理学療法士に学ぶ
女性のライフステージと身体の整え方

女性の健康づくりサポーター養成講座
女性の健康づくりについて学べます。受講後は、女性の健康づくりサ
ポーターとして登録できます。
日時 9月7日㈬午後2時〜3時30分
会場 四谷保健センター
対象 区内在住・在勤・在学の方、20名
内容 思春期の月経、産前産後の体、更年期と高齢期の生活、生涯を通じて
できる運動療法などの講話、姿勢チェック、正しい歩き方の練習、骨盤底
筋エクササイズ、骨粗しょう症予防のためのエクササイズ
講師 伊藤彰浩（理学療法士、㈱MEDI-TRAIN代表取締役）
申込み 8月8日㈪から電話で問合せ先へ。先着順。
問合せ 女性の健康支援センター

土曜日夜間や日曜日・祝日に急病になったら
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）
※必ず電話で予約してから受診してください。

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 https://www.himawari.
metro.tokyo.jp/

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

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★ しんじゅくコール ★
☎（ 32 0 9 ）9 9 9 9 午前8時〜午後10時 ㋫（ 320 9 ）9 9 0 0
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第2399号（7）

区内の事業所とその従業員

認知症高齢者グループホーム
整備・運営事業者を募集
区内の事業用地で整備・運営する事業者を公募します。

HPで詳しく

問合せ 男女共同参画課
（ウィズ新宿、
荒木町16）☎（3341）0801

リ サ イ ク ル 清掃審議会

女 性 向 け デ ジ タ ル・ビ ジ ネ ス
講座
スキル習得訓練

日時 8月31日㈬午前10時〜12時

区の整備費補助制度で費用の一部を助成します。

内容 リサイクル清掃事業の報告ほか

日時 10月17日㈪〜11月4日㈮（土・日

※整備年度や内容により交付額が異なります（交付されな

会場・申込み 傍聴を希望する方は、当

曜日を除く全15回）

い場合もあり）。

日直接、新宿清掃事務所
（下落合2―1

会場 大原学園新宿校(西新宿1―6―

―1）へ。

1、新宿エルタワー25階)

整備規模 2事業所
（2ユニットまたは3ユニット）

問合せ ごみ減量リサイクル課ごみ減

対象 出産・育児等のために離職した女

応募資格 法人格があり介護保険サービス事業の運営実績があることほか

量計画係
（本庁舎7階）☎（5273）3318

性、10名

応募資格、整備費補助制度等詳しくは、
公募要項でご案内しています。

選定方法 公募型プロポーザル方式

内容 オフィスソフトやオンライン

申込み 事前に電話予約の上、必要書類を直接、問合せ先へ。公募要項や応

ツール等のデジタルスキル習得を支援

募書類等は新宿区ホームページから取り出せます。

申込み 9月27日（必着）までに申し込

※令和4年度中随時応募を受け付けますが、整備・運営事業者が決定した

講座

みチラシに必要事項を記入の上、郵送

段階で募集を締め切ります。

シ ニア の た め の ス マ ホ 講 座

問合せ 介護保険課推進係（本庁舎2階）
☎
（5273）4212

日時 ▶9月6日㈫・13日㈫、▶9月27日

数の場合は抽選。チラシ

㈫、
10月4日㈫いずれも午後1時〜2時

はハローワーク新宿西新

30分
（全2回、
いずれも同じ内容）

宿庁舎（西新宿1―6―1、

会場 四谷ひろば（四谷4―20）

新宿エルタワー23階）で配布していま

費用 3 000円（教材費等）

す。同習得訓練ホームページ（上二次元

申込み 8月7日㈰〜15日㈪までに電話

コ ー ド。㋭https://tokyo-dx.com/）

で問合せ先へ。先着12名。

からも申し込めます。

問合せ 四谷ひろば運営協議会・鈴木

問合せ 女性向けデジタル・ビジネス

☎080（3219）0087

ス キ ル 習 得 訓 練 運 営 事 務 局

区公式L INEアカウントでも
区政情報を発信しています
新型コロナ関連情報、
防災情報、
子育て情報等さまざ
まな区政情報を配信しています。

（ 〒101-0051千 代 田 区 神 田 神 保 町1

男女共同参画に 関す る 意 識 ・
実態調査に ご協力を

欲しい情報を選択できます
受信設定で、
「防災・防犯」
「子ども」
「高齢者」
「講座・イベ
ント」
等から欲しい情報を選択すると、
選択したジャンル

●

―58、大原簿記学校3号館）☎
（5577）
4709

8月29日までにご回答ください

の情報が届きます。

8月8日㈪に調査票を発送します。

※受信設定では、
「生まれた年」
「性別」
「居住地域」
「欲しい

男女共同参画やワーク・ライフ・バラ

情報」
を入力
（選択）
していただきます。

ンスについてご意見を伺い、今後の施

友だち登録方法

策や取り組みの基礎資料とします。

スマートフォン等でLINEアプリを起動し、ホーム画

対象者の中から無作為に抽出した方

面の
「友だち追加」
から右二次元コードを読み取るか、
検
索で
「@shinjukucity」
と入力して、
検索してください。
問合せ 区政情報課広報係
（本庁舎3階）
☎
（5273）
4064

と事業所に調査票を発送します。
▲区公式アカウント
友だち追加

で問合せ先へ。応募者多

同封の返信用封筒かインターネット
でご回答ください。
対象 区内在住の18歳以上と中学生、

はがき・ファックス等の
記入例
①講座・催し名
②〒・住所
③氏名
（ふりがな）
※往復はがきは、
各記事
④電話番号
で指定がある場合のみ。
※費用の記載のないも （往復はがきの場
のは、
原則無料。
合は、返信用にも
※電子メールは、件名に
住所・氏名）
講座・催し名を記入。

講座・催し等の
申し込み

区民のひろば

黙とうにご協力を

費用・㋣問合せ

戦争で亡くなられた方々を追悼し、世界の恒久平和の実現を願って
1分間の黙とうをお願いします。

この欄は区民の方相互の情報交

□太極拳

毎月第1〜第3木曜日午

▶8月6日㈯午前8時15分
（広島に原爆投下）

換の場です。掲載行事は区の主催で

前10時 〜11時30分、赤 城 生 涯 学

▶8月9日㈫午前11時2分
（長崎に原爆投下）

はありません。

習館で。講師の指導あり。見学可。

▶8月15日㈪正午
（戦没者の追悼）
問合せ 総務課総務係（本庁舎3階）
☎
（5273）
3505

日時・会場は予定です。各主催者

㋓ 月2 500円。㋣ 午 後5時 〜8時 に

に内容をよくご確認の上、参加して

神 楽 坂 健 康 太 極 拳・ 轟 ☎090

ください。
区は、国連が定めた
国際平和年にあたる昭和61年に、
「新宿区平和都市宣言」を行いました。

世界の恒久平和は、
人類共通の願いである。
私たちは、
世界で唯一の核被爆国民として、
自らも戦火を受け
た都市の住民として、
戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、
永遠
の平和を築き、
この緑の地球を、
次の世代に引き継ぐ責務がある。
国際平和年にあたり、
私たちは、
人類の生存に深刻な脅威をもたら
す、
すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、
世界の恒久平和の実
現を心から希求し、
ここに新宿区が、
平和都市であることを宣言する。
昭和61年3月15日
新宿区

（3220）8886

問合せ 区政情報課広報係
（本庁舎3

□健康麻雀 毎週木曜日午前10時

階）
☎
（5273）
4064・㋫
（5272）
5500

〜午後4時、西戸山生涯学習会館で。

★サークル紹介・会員募集★

シニア中級クラス。㋓入会金1 000

□刺繍

新宿区平和都市宣言

とどろき

毎月第1・第3木曜日午後1

円・月1 000円。㋣ 午 後7時 〜9時 に

時〜4時、西新宿シニア活動館で。区

雀の会・篠田☎
（3362）
1781

民ギャラリー展への出展あり。㋓1

□紙ひもクラフト 毎月第2・第4水

回300円。
㋣刺繍倶楽部・稲本☎080

曜日午後2時〜4時、
ふれあい歯科ご

（5685）
7889

とう内
（北新宿4）で。クラフトテー

毎 月 第2・第4日 曜 日 午 前

プでかごや飾り物作り。㋓1回500

10時〜12時、赤城生涯学習館で。講

円。別途材料費が必要。㋣午前9時〜

師の指導あり。見学可。㋓月4 000

午後4時30分にふれあいサロンな

円。㋣ し ら た ま 会・林 ☎（3269）

ご み 紙 ク ラ フ ト 講 習・ 山 内

7108

☎
（5338）
8817

□朗読

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。

（8）第2399号

区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）を
新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています
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がんばろう!新宿応援キャンペーン

30％ お得!

プレミアム付商品券

8月15日から開始します

購入申し込みを

区では、
区民の生活応援と地域経済の活性化のため、
プレミアム付商品券
（プレミアム率30％）
を販売しま
す。
購入には事前に申し込みが必要です。
1万3 000円相当分
（1枚500円の商品券が26枚つづりで1冊）
を1万

がんばろう!
新宿応援キャンペーン
３０%お得！
新宿区民

円で購入できます。
※申し込み専用はがき付きチラシは、8月5日から順次区内全戸に配布するほか、8月5日からは区政情報セ
ンター（本庁舎1階）
・特別出張所、
8月15日㈪からは区内郵便局で配架します。

商品券購入までの流れ
●

申し込み専用はがきで申し込み

●

同はがきに必要事項を記入し、
8月15日㈪〜9月5

購入引換券が
届く

日㈪
（消印有効）
に郵送してください。

●

商品券を購入

9月26日 ㈪ 以

11月30日 ㈬ に

降に応募者（発行

区内郵便局で販

専用ホームページ
（右二次元コード。㋭https://

冊数を超える応

売します。
購入引

premium-gift.jp/shinjuku-ouen-

募がある場合は

換券をお持ちの

campaign2022/）から8月15日㈪〜9

当選者）に順次発

上現金でお支払

月9日㈮に申し込めます。

送します。

いください。

対象 区内在住の方
商品券利用期間 10月1日㈯〜令和5年2月28日㈫

年

月

日

土

▶ 令和

5 2 28
年

月

日

火

※金券はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

※背景デザイン：新宿区の花として制定されているツツジ（Azalée）をモチーフに、
「Azalée プロジェクト」にて制作した小紋柄使用しております。

当店で使えます
【ご使用に際してのご注意】

他の商品券とのお引換えができません。●おつりは出ません。差額は現金などでお支払いください。●商品券の盗難・紛失・滅失または、偽造・変造・模造に対し、一切その責任を負いません。●商品券の再発

行はできません。●商品券を第三者に転売・譲渡することはできません。●商品券は機械処理をいたしますので、切り取り・書込み・折り曲げをしないでください。●汚損・破損等により金券として判断できな
い場合は無効となります。●取扱店舗捺印欄に捺印・記入済みのものは使用できません。●商品返品の際の返金できません。●換金性の高いもの（有価証券・商品券・ビール券・図書カード・ギフト券などの
各種商品券、切手・印紙・プリペイドカード（チャージ含む）など）、出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等）、仕入等の事業資金等には使用できません。

商品券取扱店 8月15日㈪から区政情報センター
（本庁舎1階）
・特別出張所・区内郵便局で取扱店一覧を配架
し ま す。ま た、同 キ ャ ン ペ ー ン ホ ー ム ペ ー ジ
（ 右 二 次 元 コ ー ド。㋭https://premium-gift.jp/shinjukuouen-campaign2022/use̲store）
でも最新の取扱店一覧を確認できます。

毎月8日はしんじゅく野菜の日
～1日に必要な野菜は350g
HPで詳しく

今回のレシピは、平成29年度
新宿区メニューコンクールの優
秀作品です。
中学生を対象にメニューコンクールを開催
し、
現在応募受け付け中です。今年度のテーマは
「備蓄食品を使ったヘルシーメニュー」です。
問合せ 健康づくり課健康づくり推進係
（第2分庁
舎分館分室4階）
☎
（5273）
3047・㋫
（5273）
3930

野菜たっぷりそうめん
～肉みそ豆乳だれ
ピリ辛だれが食欲をそそる、蒸し暑い日にお
すすめのメニューです。この料理1人分で、約

▶そうめん…… 2束
▶オクラ……… 1本
140gの野菜がとれます。
▶パプリカ…1／2個
▶キュウリ…… 1本
作り方
▶トマト……1／2個
❶ そうめんを表示時間通りにゆでる。
▶ひき肉…… 200g
▶酒……… 大さじ4
❷ オクラは塩ゆでして輪切りに、パプリカとキュウ
▶ニンニク（おろし）
リは千切りに、トマトはくし切りにする。
……………… 20g
❸ Aを混ぜ合わせておく。
▶しょうゆ
A
❹ 耐熱皿にひき肉と酒を入れ、ラップをかけて電子
大さじ2＋小さじ1
レンジ（600W）で1分加熱する。❸を加え、さらに3
▶みりん 大さじ1弱
分加熱する。
▶めんつゆ
（ストレート）
………………50㎖
❺ ボウルにBを入れて混ぜ、さらに❹を加えて混ぜ
B
▶豆乳……… 200㎖
合わせる。
▶ラー油……… 2滴
❻ 丼ぶりに❶を入れ、❺を注ぐ。❷を盛り付ける。

お問い合わせ先
お問い合わせ先
【受付時間】平日9：30～17：30

区の担当課 産業振興課産業振興係☎
（3344）
0701・㋫
（3344）0221

野菜に首ったけ!

詳しくはキャンペーン事務局HPでご確認ください。
がんばろう！新宿応援キャンペーン事務局

問合せ がんばろう！新宿応援キャンペーン事務局☎
（6837）1453

材料
（2人分）

4 10 1

●商品券は取扱店舗全店で使用可能です。取扱店舗は予告なく変更になる場合があります。●券面記載の有効期間内に限り、使用可能です。
（期間を過ぎた場合は無効となります。）●商品券と現金、
または

商品券発行冊数 10万冊
（1人に付き3冊まで。
発行冊数を超える応募がある場合は抽選）

8月のレシピ

有効
期間 令和

9月27日 ㈫ 〜

ホームページから申し込み

●

プレミアム付商品券

限定！

TEL：03-6837-1453

▲このポスターを掲出している商品券取扱店でご利用いただけます

COV I D-19

新型コロナワクチン
4回目接種情報
60歳以上の方、
基礎疾患のある方等に加え、新たに下記の

HPで詳しく

方が4回目接種対象者となりました。
▶医療従事者

▶高齢者施設等従事者

◆今後接種対象を拡大する可能性があるため
現時点で対象ではない方も含めて接種券を一斉送付します
18歳以上で、
3回目接種を令和4年4月30日までに完了した方へ、
8月10日
㈬に接種券を発送します。
上記接種対象者以外の方にも接種券が届きます。
★ご自身が接種の対象か、
必ずご確認ください

区集団接種の予約方法
◆インターネット（ワクチン接種予約サイト）
24時間対応

㋭https://vaccine-info-shinjuku.org/
（右二次元コード。
パソコン・スマートフォン用）

◆区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
午前8時30分～午後7時

☎03
（4333）
8907

☎0570
（012）440 （ナビダイヤル）

★主な対応言語… English,中文,한국,ไทย,Tiếng việt，
indonesia,
Tagalog

（聴覚に障害のある方等向け）
㋫050
（3852）
1343

個別接種の予約方法
4回目個別接種を実施している医療機関一覧（右二次元
コード）
を参考に、
各医療機関に直接お申し込みください。

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。

