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オンラインで実施する講座・イベントは視聴できる機器をお持ちの方が対象です（通信費等は申込者負担）。

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、下表のとおり、
給付金を支給します。一部対象の方は申請が必要です。申請方法等詳しく
は、お問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。
問合せ 子ども家庭課育成支援係（本庁舎2階）☎（5273）4558

低所得のひとり親世帯の方へ

新たに区独自の「ひとり親世帯
支援特別給付金」を支給します

◀ ※1子育て世帯生活
　 支援特別給付金
    （ひとり親世帯分）

◀ ※2子育て世帯生活支援特別
    給付金（ひとり親世帯以外の
    低所得の子育て世帯分）

対象 申請 給付額 給付方法
▶区から令和4年度に子育て世
帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯分※1）を受給している方

（既に支給済の方で10月17日以
前に転出している方等は除く）

不要

対象児童（★）
1人に付き5万円

★…18歳に達
する日以後の
最初の3月31日
までの間にあ
る児童（障害児
の場合は20歳
未満）

1月上旬に子育て
世帯生活支援特
別給付金（ひとり
親世帯分）の振込
先口座に支給

▶他の区市町村等から令和4年度
に子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分※1）を受給して
いる、申請日時点で区内在住の方 必要

【受付期間】
12月5日㈪
～2月28日

（必着）

申請をした方に、
審査の上、指定口
座に支給

▶令和4年度に子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯以外の低
所得の子育て世帯分※2）を受給し
ている方で、申請日時点で区内在住
であり、子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯分）の支給要件
に該当することとなった方

学校選択制度抽選結果等を  

ホームページで公開しています

　令和5年度新中学1年生の学校選択
制度の結果、牛込第三・西早稲田・新宿
西戸山中学校の3校で受け入れ可能数
を上回る申し込みがあり、抽選を実施
しました。抽選結果等詳しくは、新宿区
ホームページでご案内しています。
※3校を選択した方には抽選結果を発
送しました。
問合せ 学校運営課学校運営支援係（第
1分庁舎4階）☎（5273）3089

親子でWA文化体験� イベント

● 日本の話芸と着物フェスタ
日時 12月17日㈯午後1時30分～4時
30分
会場 四谷区民ホール（内藤町87）
対象 小・中学生と保護者

共催 新宿区
申込み 12月16日㈮までに電話かファ
ックス・電子メール（7面記入例のほか参
加人数を記入）で問合せ先へ。
問合せ 林家こん平事務所☎（3343）
1718（土・日曜日、祝日等を除く午後
1時～5時）・㋫（3343）1721・㋱oyako
＠123kompei.jp

水曜上映会� イベント

日時 1月11日㈬午後2時から（午後1
時40分開場）
会場 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）
上映作品 「わたしたち」（1時間34分）
申込み 12月16日㈮～1月9日㈷午後
5時までに電話で問合せ先へ。先着
80名。
問合せ 中央図書館☎（3364）1421

初心者ゲートボール教室� 講座

　動きやすい服装・運動靴でおいでく
ださい。用具は貸し出します。
日 時・会 場 ▶12月12日 ㈪・14日 ㈬・
16日㈮・19日㈪・21日㈬・23日㈮午前
9時30分～12時…都立戸山公園いき
いき広場（箱根山地区、戸山3―2）
▶12月11日㈰・18日㈰・25日㈰午前
10時～12時…清水川橋公園（下落合1
―1）、よつや運動広場（四谷1―1）
対象 区内在住・在勤・在学でおおむね
10歳～70歳代の方、各日5名
費用 1回200円
申込み 12月7日㈬から各日3日前まで
に電話で問合せ先へ。先着順。
主催・問合せ 区ゲートボール協会
☎090（3804）8231（杉山）

漱石を語る午後  

（オンライン）　　　　　　　� イベント

　漱石山房記念館開館5周年を記念
し開催した催しを区公式YouTube

新宿歴史博物館「文化財の特別公開」

● 区指定有形文化財「済
さ い し ょ う じ

松寺文
も ん じ ょ

書」
　臨済宗済松寺（榎町）は、江戸幕府三代将軍・徳川家光の菩提を弔うため
祖
そ し ん に

心尼が開いた寺院です。済松寺文書は、家光や祖心尼ゆかりの資料など計
173件の古文書群で、今回はその一部を公開します。また、済松寺の加藤
文
ぶ ん れ い

麗筆絵画作品の一部も公開します。
期間 12月13日㈫～20日㈫午前9時30
分～午後5時30分（入館は午後5時まで）

イベント

会場 新宿歴史博物館（四谷三栄町12―16）
問合せ ▶文化観光課文化資源係（第1
分庁舎6階）☎（5273）4126、▶同館
☎（3359）2131

▲大
たいゆうこうじょうらくどうちゅうのえいかしゅう

猷公上洛道中之詠歌集
◀加

かとうぶんれいひつ
藤文麗筆「達

だ る ま ぞ う
磨像」

チャンネル「新宿区チャンネル」で配信
します。
配信期間 12月6日㈫～3月31日㈮
内容 ▶対談「漱石を開く」（出演は石原
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）、▶文学座による朗読「夏目漱石・オ
ムニバス朗読劇」（「吾輩は猫である」

「坊っちゃん」「こころ」ほか）
問合せ 文化観光課文化資源係（第1分
庁舎6階）☎（5273）4126

　下記ポイントを参考に安全点検を行ってください。
　点検の結果、1つでも不適合がある場合は専門家に相談し、危険性が確
認された場合は、通行者への注意表示や塀の補修・撤去等の改善を速やか
に行ってください。相談先等詳しくは、お問い合わせください。
問合せ 建築調整課（本庁舎8階）☎（5273）3107

▶塀は高すぎないか
　 塀の高さは地盤面から2.2m以下か
▶塀の厚さは十分か
　塀の厚さは10㎝以上か
　 （塀の高さが2m超2.2m以下の場合

は15cm以上）

安全点検のポイント

厚さ

高
さ
2.2
ｍ
以
下

80
㎝
以
下

鉄
筋

控
え
壁

基礎形状は地盤により検討する

高さの1/5以上

深さ30cm以上

ブロック塀の所有者・管理者の方へ

ブロック塀の安全点検を

　1月から下記手続きが電子化されます。
● 車検時「軽JNKS（軽自動車税納付確認システム）」
　軽自動車税（種別割）の納税情報が電子
管理され、車検時に継続検査窓口で納税
証明書の提示が原則として不要になります。
● 新車購入時「軽OSS（軽自動車ワンストップサービス）」
　パソコンで検査の申請や各種手数料・
国税の納付、地方税の申告納付ができる
ようになります。
問合せ 税務課収納管理係（本庁舎6階）☎（5273）4139

軽自動車関係手続が電子化されます

区立図書館

ＨＰで発信

図書館の
イベント情報

イベント

※（ ）内は開催日です。
● 子ども対象
中町図書館☎（3267）3121
▶クリスマスおはなし会（12/21）
▶英語絵本のおはなし会（12/24）

ホームページでも

イベント情報を

発信しています

▶控え壁はあるか
　（塀の高さが1.2m超の場合）
　 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの

5分の1以上突出した控え壁があるか
▶基礎があるか
　コンクリートの基礎があるか
▶塀は健全か
　塀に傾きやひび割れはないか
● 以下の点は専門家に相談して確認を
▶塀に鉄筋は入っているか
　 塀の中に直径9㎜以上の鉄筋が縦横と

も80㎝間隔以下で配筋されており、縦
筋は壁の頂部と基礎の横筋に、横筋は縦
筋にそれぞれかぎ掛けされているか

▶基礎の根入れ深さは30㎝以上か
　（塀の高さが1.2m超の場合）

HPで詳しく

▲軽ジェンクスロゴ

▲軽オーエスエスロゴ

HPで詳しく
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