
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。

令和4年（2022年） 第2413号

★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。

区の休日夜間診療
　詳しくは、新宿区ホームページ（右下二次元コード）でご案内しています。
● 新宿区医師会区民健康センター（新宿7―26―4）☎（3208）2223（午前9時～午後10時）
診療時間 ▶内科…午前9時～午後10時、▶小児科…午前9時～午後5時（いずれ
も受け付けは診療終了の30分前まで）
※必ず電話で予約してからおいでください（保険証・乳幼児医療証等を持参）。
● しんじゅく夜間こども診療室（国立国際医療研究センター病院内）
（戸山1―21―1）☎・㋫（6228）0713

診療時間 小児科…午後6時～10時（受け付けは診療終了の30分前まで）
※なるべく電話で症状を伝えてからおいでください（保険証・乳幼児医療証等を持参）。

発熱等の症状があり、ご心配な方は電話で相談、
または、早めの検査キットの申し込みを

福祉   3・4・5面
▶２０２２ 新宿区政この１年

▶ 電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金の申請期限が
近づいています

▶ あなたのまちの　　　　　　
民生委員・児童委員 ▶ 新春特別番組 区長年頭の

あいさつを放送します

　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。

年末年始に急病になったら

12月29日㈭～1月3日㈫

発熱等の症状（※）がある場合 ※発熱、咳・痰、のどの痛みなど
　新型コロナの疑いがある症状

かかりつけ医・医療機関の指示に従って受診
（診察の上、必要に応じて新型コロナやインフルエンザの検査等）

かかりつけ医が年末年始
も診療している

かかりつけ医に電話で相談

下記①または②に電話で
相談するか③で医療機関
を検索

下記④で抗原定性検査キ
ットの配布を申し込む

陽性の場合のみ「陽性者
登録センター」に申請ま
たは医療機関に電話相談

自宅等で検査紹介された医療機関また
は検索した医療機関に電話
で相談

▶かかりつけ医がいない
▶かかりつけ医が年末年始に診療していない

新型コロナに関する一般的な相談は、
東京都新型コロナ・オミクロン株
コールセンター
☎0570（550）571（午前9時～午後10時）

（聴覚障害のある方は左記★）へ。

☎（3２０8）２２２3 ※午前９時～午後１０時
②新宿区医師会区民健康センター

③診療・検査医療機関の一覧
　新宿区ホームページ（右二次元コード）から、ご自身で医療機関を探
して受診できます。

☎ （53２０）44１１・☎（53２０）455１
☎（53２０）45９２・☎（6２58）578０
※２4時間受け付け

①東京都発熱相談センター

★聴覚障害のある方は東京都新型コロナウ
イルス感染症相談窓口㋫（5388）１3９6へ。

④抗原定性検査キットの配布

　東京都ホームページ（右二次元コード。㋭https：//tokyo-testkit.
metro.tokyo.lg.jp/）から、発熱等の症状が現れた場合や濃厚接触者と
なったときに、ご自身で抗原定性検査キットを申し込めます（無料）。

☎０57０（０２０）２０5 ※午前９時～午後7時

診療時間 午前9時～午後5時休日歯科当番医
月日 医療機関名 所在地 電話番号

12月
29日㈭

長谷川歯科医院 舟町2―2
ARTESSIMO REFINA102 （3351）0115

きくたけ歯科クリニック 高田馬場1―26―5　F・Iビル4階B （3209）4188

30日㈮
よつや通り歯科クリニック 四谷2―3　四谷さとうビル1階 （3358）4282

熊倉歯科医院 歌舞伎町1―28―3　武井ビル3階 （3205）0474

31日㈯
せいデンタルクリニック 四谷2―14　四谷小林ビル2階 （3225）0881

ひろき歯科クリニック 下落合4―6―14
ジ・アネックスビル202号 （3954）3828

1月
1日㈷

入
いりまじり

交歯科医院 新小川町6―40　入交ビル2階 （3260）1001

舘崎歯科医院 高田馬場1―5―11 （3209）2847

2日㉁
池田歯科医院 新宿5―10―10　海老沢ビル101号 （3341）8041

西早稲田歯科 西早稲田1―21―2
アス西早稲田南ウイング2階203 （5286）8200

3日㈫
海
か い

谷
や

歯科医院 払方町15　小暮ビル2階 （5261）1515

栗原歯科医院 中落合1―14―4　安田ビル1階 （3565）2334
※当番医は変更することがあります。各医療機関に電話でご確認ください。

次回の広報新宿は
1月1日に発行します

　1月5日号はありません。次々回は
1月15日号です。
問合せ 区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500

発熱等以外の症状の場合
　診療を行っている医療機関を新宿区医師会ホームページ（㋭https：//shinjuku-
med.or.jp/news/）や、東京都「ひまわり」（下記）でご確認ください。新宿区医師会
区民健康センター（上記②）でも、電話で医療機関をご案内しています。
● 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」☎（5272）0303 ※24時間自動応答
　外国語（英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語）での案内は、☎（5285）8181　

（午前9時～午後8時）・㋫（5285）8080・㋭https：//www.himawari.metro.tokyo.jp/

● 東京消防庁救急相談センター
☎＃7119 ・☎（3212）2323 ※24時間応答
　急な病気・ケガの際に、「救急車を呼んだ方
がよいか」「病院にかかった方がよいか」迷っ
たときの相談窓口です。

 救急車を呼ぶかどうか迷ったとき

年末年始の区役所の業務
区役所・特別出張所・保健センター等

新宿区コールセンターしんじゅくコール
１２月３１日㈯～１月３日㈫は休止します

　12月31日㈯は本庁舎の全館消毒のため臨時休止します。1月1日～
3日の定休と合わせ、12月31日㈯～1月3日㈫の4日間、休止します。
問合せ 区政情報課広聴係（本庁舎3階）☎（5273）4065・㋫（5272）5500

☎（3２０９）９９９９・㋫（3２０９）９９００
　区立図書館等の休館日は施設ごとに異なります。
詳しくは、各施設にご確認ください。広報新宿12月
15日号8面でもご案内しています。

１２月29日㈭～１月３日㈫は休みます

お知らせ    7・8面

こども・教育   8面
▶ 学用品費等支援

臨時給付金



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。 令和4年（2022年）12月25日発行（2）第2413号

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

新宿税務署管内の方
日程 会場

1月24日㈫・25
日㈬

落合第一地域センター
（下落合4―６―７）

2月1日㈬・2日㈭ 落合第二地域センター
（中落合4―1７―13）

2月７日㈫～9日㈭・
13日㈪～15日㈬

戸塚地域センター
（高田馬場2―1８―1）

相談 午前9時30分～12時、午後1時～4時
受け付け 午前9時30分～午後3時
申し込みサイト 
右二次元コード（ ㋭ https：//coubic.com/ 
shinjukuzei/booking_
pages＃pageContent）

専用電話
☎（６６30）3７７1（土・日曜日、祝日を
除く午前9時～午後5時）

四谷税務署管内の方
日程 会場

1月24日㈫~2６
日㈭

牛込箪笥地域センター
（箪笥町15）

1月2７日㈮・30
日㈪

四谷保健センター
（四谷三栄町10―1６）

2月1日 ㈬ ～3
日㈮

榎町地域センター
（早稲田町８5）

2月６日 ㈪・７日
㈫・9日㈭

若松地域センター
（若松町12―６）

相談 午前9時30分～12時、午後1時～4時
受け付け 午前9時～11時30分、午後1時～3時
申し込みサイト
右二次元コード（ ㋭ https：//coubic.com/ 
yotsuyazei/booking_
pages＃pageContent）

専用電話
☎（６６2６）210７（土・日曜日、祝日を
除く午前9時～午後5時）

HPで詳しく

リサイクル講座� 講座

● 内藤とうがらしを使った節分飾り
日時 1月14日㈯午後1時30分～3時30分
対象 区内在住・在勤の方、10名
持ち物 作品を持ち帰る袋
申込み 往復はがきに６面記入例のとお
り記入し、1月4日（必着）までに問合せ
先へ。応募者多数の場合は抽選。
会場・問合せ 新宿リサイクル活動セン
ター（〒1６9-00７5高田馬場4―10―
2）☎（5330）53７4（月曜日休館）

ステンシル風の絵をつけて　　　　　　　

オリジナル・エコバッグづくり� 講座

日時 1月19日㈭午後1時30分～3時30分
会場 新宿消費生活センター分館（高田
馬場1―32―10）
対象 区内在住・在勤
の方、10名
持ち物 エプロン、筆
記用具
申込み 往復はがきに６面記入例のとお
り記入し、1月5日（必着）までに問合せ
先へ。応募者多数の場合は抽選。
問合せ 新宿区消費者大学OB＆エシカ
ルの会・衣川（〒1６9-00７5高田馬場1
―32―10、新宿消費生活センター分
館内）☎090（８441）６254

外国人求職者と区内企業との　

交流会  イベント

　参加者は人事担当者から直接、会社
や仕事の情報を得ることができます。
日時 1月20日㈮午後2時～4時30分

会場 戸塚地域センター（高田馬場2―
1８―1）
対象 外国人、15名程度
申込み 12月2７日㈫から電話で問合せ
先 へ。先 着 順。新 宿 区 し ご と 図 鑑

（㋭http：//shinjuku-4510.jp/）か ら
も申し込めます。
問合せ 区就業促進支援事業事務局（㈱
HRP内）☎（3222）1８01（土・日曜日、
祝日等を除く）

消費生活シンポジウム� イベント

● 何が変わる?何を変える?
　～成年年齢18歳へ引き下げ
　YouTubeでの事後配信もします。
日時 1月21日㈯午後1時～4時
会場 BIZ新宿（区立産業会館、西新宿６
―８―2）
内容 成年年齢1８歳へ引き下げに関する
基調講演（西村隆男／横浜国立大学名誉
教授）や取り組み事例紹介、パネルディス
カッション、パネル展示（エシカル消費）
申込み 12月2７日㈫～1月13日㈮に電
話かファックス（６面記入例のとおり
記入）で問合せ先へ。先着100名。参加
者には記念品を差し上げます。
※手話通訳を希望する方は、1月10日
㈫までにご連絡ください。
問合せ 新宿消費生活センター（第2分庁
舎3階）☎（52７3）3８34・㋫（52７3）3110

米こうじを使ったみそ作り� 講座

日時 1月22日㈰午前10時～12時、午
後1時～3時
会場 新宿消費生活センター分館（高田
馬場1―32―10）
対象 区内在住・在勤の方、各回12名
費用 1，７00円（材料費等）

持ち物 エプロン、マスク、三角巾、筆記
用具、マッシャー（お持ちの方）
申込み 往復はがきに６面記入例のほか
希望時間（午前・午後・どちらでも可の
別）を記入し、1月６日（必着）までに問
合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。
問合せ 新宿消費生活モニターOB会・
今村（〒1６9-00７5高田馬場1―32―
10、新宿消費生活センター分館内）
☎090（4７30）5445

消費者講座� 講座

● 社会保障と資産形成について考える
　ウェブ会議ツール「Zoom」での受
講もできます。
日時 1月31日㈫午後2時～3時30分
会場 新宿消費生活センター分館（高田
馬場1―32―10）
対象 区内在住・在勤・在学の方、40名

（会場20名、Zoom20名）
申込み 電話かファックス（６面記入例
のほか受講方法（会場・Zoomの別）を
記入）で1月12日（必着）までに問合せ
先へ。応募者多数の場合は抽選。日本消
費者協会ホームページ（㋭https：//
jca-home.jp/shinjuku/）からも申し
込めます。
問合せ 同協会☎（52８2）5311（月～
金 曜 日 午 前9時30分 ～ 午 後5時 ）・
㋫（52８2）5315
区の担当課 消 費 生 活 就 労 支 援 課
消費生活就労支援係（第2分庁舎3階）
☎（52７3）3８34

エコギャラリー新宿　　　　　　　　　

1月の展示

　展示時間はお問い合わせください。
日 時・内 容 ▶７日 ㈯ ～9日 ㈷ …Bon 

voyage（写真）
会場・問合せ エコギャラリー新宿（西
新宿2―11―4）☎（334８）６2７７

令和4年分公的年金等の源泉徴収

票を１月中旬から順次発送します

　源泉徴収票は、受け取った年金の総
額や年金から差し引いた所得税額など
をお知らせするもので、確定申告等の
際に使用します。
※障害年金・遺族年金は課税されない
ため源泉徴収票は発行されません。
対象 令和4年中に老齢・退職が支給事
由の年金を受け取った方
問合せ ▶ねんきんダイヤル☎05７0（05）
11６5（050から始まる電話からは☎（６７00）
11６5）、▶新宿年金事務所☎（６2７８）9311

お薬の整理を始めませんか

⃝区役所本庁舎４階・区内1４1か所の指定
　薬局でおくすりバッグを配布しています
　病院からもらったお薬の種類が多
く、飲み方に悩んだり、自宅で余ったり
していませんか。おくすりバッグを持
っている方を対象に、指定薬局の薬剤
師が無料でお薬を整理します。
※指定薬局は新宿区ホームページのほ
か区薬剤師会ホームページ（㋭https://
w w w . s h i n y a k u .
com/）でご案内して
います。
対象 原則として６5
歳以上の区国民健康
保険・後期高齢者医療制度の加入者
問合せ ▶医療保険年金課庶務係（本庁
舎4階）☎（52７3）40７８、▶ 高 齢 者 医
療担当課高齢者医療係（本庁舎4階）
☎（52７3）45６2

● 申請期限は3月15日㈬まで
　令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日～5年3月31日に納期限があ
るものが対象です。詳しくは、新宿区ホームページ（上二次元コード）でご
案内しています。
問合せ 保険料減免担当（本庁舎4階）☎（52７3）41８9

新型コロナで収入が減少した世帯の方へ

国民健康保険料・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の

減免申請を受け付けています

傷病手当金の支給適用期間を
3月31日まで延長しました

　新型コロナに感染し、療養のため働くことができなかった方等が対象
です。申請方法等詳しくは、お問い合わせください。
問合せ ▶国民健康保険…医療保険年金課国保給付係（本庁舎4階）
☎（52７3）4149、▶後期高齢者医療制度…広域連合お問合せセンター
☎05７0（0８６）519（PHS・ⅠP電話の方は☎（3222）449６）

国民健康保険・後期高齢者医療制度に 
加入している方へ

● 事前の申し込みをお願いします
　1月10日㈫から電話かインター
ネットでお申し込みください。
※管轄税務署ごとに申し込み先が
異なります。
※令和3年分の所得金額が300万
円を超えている方・譲渡所得のあ

る方・住宅借入金等特別控除の初
年度適用の方・税理士に依頼して
いる方の相談、相続税・贈与税の申
告相談はご遠慮ください。
問合せ 
▶新宿税務署☎（６７5７）７７７６
▶四谷税務署☎（3359）4451

確定申告をする方へ

税理士による無料申告相談

▲おくすりバッグ

▲絵の例

イベント



令和4年（2022年）12月25日発行　第2413号（3）
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 shinjuku. info

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）。

⃝申し込みは1月12日㈭まで
　詳しくは、お問い合わせください。
日時 2月12日㈰午前9時から
会場  区役所本庁舎6階
対象 区内在住・在勤で、区の手話講習
会の上級以上を修了、またはこれに
相当する手話技術を習得している方
選考 筆記（社会福祉に関する知識
等）、手話の読み取り、手話表現、面接
申込み 任意の用紙に必要事項を記
入の上、返信用封筒（長形3号・84円

　　　　　　　　　　
切手を貼る）を同封し、
1月12日（必着）までに
郵送で問合せ先へ。申込
者には1月31日㈫までに詳しい
内容を連絡します。
※新宿区ホームページで申し込み様式
や試験の出題傾向をご案内しています。
問合せ 障害者福祉課福祉推進係

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁
舎2階）☎（5273）4516・㋫（3209）3441

令和4年度 区登録手話通訳者選考試験

西新宿地区再整備方針（素案）

意見募集・説明会

● 閲覧・意見書の提出
期間 12月26日㈪～1月24日㈫
閲覧場所 新宿駅周辺基盤整備担当課
※新宿区ホームページからもご覧いた
だけます。
提出方法 任意の用紙に氏名・住所・利
害関係・意見を記入し、ファックスまた
は直接、問合せ先へ。
● 説明会
日時 1月12日㈭▶①午後2時30分～4
時、▶②午後6時30分～8時（いずれも
同じ内容）
会場 新宿ファーストウエスト（西新宿
1―23―7）
申込み 12月27日㈫から電話かファック
ス（6面記入例のほか希望時間（①②の
別）を記入）で問合せ先へ。各回先着80名。
問合せ 新宿駅周辺基盤整備担当課（歌
舞伎町1―4―1、本庁舎7階）☎（5273）
4164・㋫（3209）9227

神楽坂三・四・五丁目地区      

地区計画原案の縦覧等・説明会

● 縦覧・意見書の提出
縦覧期間 1月17日㈫～30日㈪
縦覧場所 景観・まちづくり課
提出方法 任意の用紙に氏名・住所・利

害関係・意見を記入し、1月18日㈬～2
月7日㈫に郵送（必着）または直接、問
合せ先へ。
● 説明会
　1月16日㈪から新宿区ホームページ
でも動画を公開します。
日時 1月18日㈬▶①午後2時～3時30
分、▶②午後6時～7時30分
会場 牛込簞笥地域センター（簞笥町15）
申込み 12月27日㈫から電話かファッ
クス（6面記入例のほか希望時間帯（①
②の別）を記入）で問合せ先へ。各回先
着80名。手話通訳あり。
問 合 せ 景 観・ ま ち づ く り 課

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎
8階）☎（5273）3831・㋫（3209）9227

マンション管理セミナー 講座

● 管理会社まかせでホントにいいの?
～給排水管改修工事のキモはこれだ!

日時 1月30日㈪午後6時20分～8時
会場 四谷区民ホール（内藤町87）
対象 区内分譲マンションの管理組合
役員・区分所有者・居住者ほか…50名、
賃貸マンション所有者…50名
申込み 1月4日㈬～18日㈬に電話かフ
ァックス（6面記入例のほか賃貸所有
者・分譲所有者の別、このセミナーを知
った媒体を記入）または直接、問合せ先
へ。先着順。新宿区ホームページからも
申し込めます。
問合せ 住宅課居住支援係（本庁舎7階）
☎（5273）3567・㋫（3204）2386

介護者家族会 イベント

　当日直接、会場へおいでください。
1月の日時・会場 ▶四谷の会…5日㈭午
後1時30分～3時30分／ 四谷保健セン
ター等複合施設（四谷三栄町10―16）、
▶フレンズ2…24日㈫午後1時～3時／
牛込簞笥地域センター（簞笥町15）、
▶わきあいあい…11日㈬午後1時30分
～3時30分／若松地域センター（若松
町12―6） 、▶大久保・あった会…10日
㈫午後1時30分～3時30分／大久保地
域センター（大久保2―12―7）、▶ひと
やすみの会…28日㈯午後1時30分～4
時／新宿リサイクル活動センター（高
田馬場4―10―2）、▶かずら会…19日
㈭午後1時～3時／落合第二地域セン
ター（中落合4―17―13）
問合せ 高齢者支援課高齢者相談第二
係（本庁舎2階）☎（5273）4254

水曜上映会 イベント

日時 2月8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 「アンを探して」（1時間45分）

申込み 1月12日㈭～2月7日㈫午後5
時に電話で問合せ先へ。先着80名。
問合せ 中央図書館☎（3364）1421

角筈区民ホール　　　　　　　　　　　　　　　　   

　ピアノ試奏会 イベント

日時・定員 2月27日㈪・28日㈫いずれ
も午前9時・午前10時15分・午前11時
30分・午後0時45分・午後2時・午後3
時15分・午後4時30分・午後5時45分・
午後7時から。各回1時間（1組5名。同
伴者含む。18歳までは保護者同伴）
設備 スタインウェイD274、ヤマハCF
Ⅲ（各1台）
費用 1回1，000円
申込み 1月10日㈫午前10時から電話
で問合せ先へ。各回先着順。
会場・問合せ 同ホール（西新宿4―33
―7）☎（3377）1372

育児ママの仕事支援講座 講座

● 再就職に役立つイメージアップ術
　～似合う色とメイクのポイント
日時 2月28日㈫午前10時～午後3時
会場 四谷保健センター（四谷三栄町
10―16）
対象 区内在住・在勤・在学の子育て中ま
たは子育てが一段落した女性、15名
申込み 12月27日㈫から電話で問合せ
先へ。先着順。託児あり（未就学児対象。
1月31日㈫までに電話予約）。
問合せ 男女共同参画推進センター
☎（3341）0801

※（ ）内は開催日です。

区立図書館

ＨＰで発信 図書館のイベント情報 イベント

講座

ホームページでも
イベント情報を
発信しています

◀子ども対象
ページ

◀一般対象
ページ

● 一般対象
中央図書館☎（3364）1421
▶ふるさと新聞展示（1/7~29）
北新宿図書館☎（3365）4755
▶ブックコート体験講座（1/21）
角筈図書館☎（5371）0010
▶キネマ角筈「そして父になる」（1/22）
戸山図書館☎（3207）1191
▶楽しみながら筋力向上「サッ
カーdeボーリング」（1/25）

中町図書館☎（3267）3121
▶子ども読書リーダー講座「図書
館員になろう!」（1/28）
● 子ども対象
北新宿図書館
▶新春こども映画会「からすのパン
やさん」「どろぼうがっこう」（1/14）
角筈図書館
▶プークの人形劇（1/15）

①ささえ―る歌声広場
日時 1月24日㈫午前10時～11時30分
対象 区内在住の方、8名
内容 ハミング・歌・リズム活動をとおし
た嚥

え ん げ

下機能・身体機能のトレーニング
②ストレッチ3B（さんびー）体操
日時 1月27日㈮▶午後1時35分
～2時25分、▶ 午 後2時30分 ～3
時20分（いずれも同じ内容）
対象 区内在住の方、各回14名
内容 ボール・ベル・ベルター（3B）
の補助具を使ったストレッチ
③パソコン講座
日時 1月27日㈮午後1時30分～3時
対象 区内在住の方、5名
内容 Excelで医療費の計算

④プロから学ぶ! 紙面作り
　～広報紙を作ってみよう
日時  2月8日・15日、3月1日・8日の
水曜日午前10時～12時、全4回
対象 区内在住・在勤・在学の方（初
めて受講の方優先）、5名
内容 写真の撮り方、記事の書き方、
編集の仕方を学び広報紙を作る

………＜①～④共通＞………
申込み ▶①②③は1月12日㈭、
▶④は1月24日㈫までに電話で
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）

ささえーる 薬王寺の講座 講座

● 傾聴ライター養成講座
　高齢者の人生の回想を聴きA4
用紙1枚の「自分史」としてまとめる
手法を学びます。
日 時 2月1日・8日・15日、3月8日・29
日の水曜日午前10時～12時、全5回
※参加者の日程を調整し、期間内に
区内施設等での実習を2回行います。

対象 区内在住・在勤・在学の方、
12名
申込み 1月25日㈬までに電話で問
合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。
会場・問合せ 同館（中落合1―7―
1）☎（3565）6375（日曜日を除
く午前9時～午後6時）

ささえーる 中落合の講座 講座
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身近な福祉の相談役として地域で活動しています

あなたのまちの民生委員・児童委員
民生委員・児童委員、主任児童委員が

新たに委嘱されました 民生委員・児童委員の活動

　12月1日付で、278名（主任児童委員20名を含む）の方が、新たに厚生労働大臣
から委嘱されました（任期は3年）。民生委員・児童委員は、個人の人格を尊重し、秘
密を守ることが法律で義務付けられています。各委員の活動は、地域の皆さんとの
支え合いで成り立っています。委員の活動へのご理解・ご協力をお願いします。

　民生委員は、生活上の問題で困っている方、一人暮らしの高齢者や子育て中で問
題を抱えている方等の相談相手となり、区や関係機関とのパイプ役になります。ま
た、児童委員も兼務し、児童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力して、児童の
健全育成や子どもたちのさまざまな問題に取り組んでいます。

民生委員・児童委員に相談したい場合は、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）4080・㋫（3209）9948

民生委員・児童委員の皆さん（12月1日委嘱）
　今回は、新たに委嘱された民生委員・児童委員278名の方々の担当区域を紹介します。

佐藤 秀明 　　西早稲田1丁目6～8・9番（23・30号を除く）、
　　　　　　 戸塚町1丁目
薮内 謙治 　　西早稲田1丁目9番（23号2～8階）・13番
斉藤 勝之 　　西早稲田1丁目9番（23号9～14階）・9番（30号）・
　　　　　 　10～12番
高井 江美子　西早稲田1丁目14～20・23番（1～10号）
森川 裕子 　　西早稲田1丁目21・22・23番（11号～）
山下 明美 　　西早稲田1丁目1～5番、西早稲田3丁目1・
　　　　　 　12番（1～8号）
野島 泰子 　　西早稲田2丁目3～6・9・10番
上野 昭子 　　西早稲田2丁目7・8・11～14番
野澤 智子 　　西早稲田2丁目15～19番、戸山3丁目21番
米山 奈加子　西早稲田2丁目20・21番、高田馬場1丁目1～5番

中村 節子 　　高田馬場1丁目6・9～12番
水門 直美 　　高田馬場1丁目7・8・13～17・24・25番
若月 紳哉 　　高田馬場1丁目18～23・26～35番
河内 幸子 　　西早稲田3丁目2～8・12番（9号～）
田嶌 道生 　　西早稲田3丁目9～11・13～16番
井上 伸平 　　西早稲田3丁目17～22番
鈴木 知恵 　　西早稲田3丁目23～31番
岡村 幸康 　　高田馬場2丁目1～8番
吉鶴 志郎 　　高田馬場2丁目9～19番
吉澤 盛芳 　　高田馬場3丁目1～5番
養田 公江 　　高田馬場3丁目6～12・15・16番（1～6号）
太田 眞澄 　　高田馬場3丁目13・14・18番（13～26号）・19～23番
松田 永里子　高田馬場3丁目24～27・28番（1～6号）・29～31番

前川 和代 　　高田馬場3丁目28番（7～13号）・39～45番
小坂 温子 　　高田馬場3丁目32～38・46番
片山 佐和子　高田馬場4丁目1～14番
加藤 貴代子　高田馬場4丁目15～20番
保延 千恵 　　高田馬場4丁目21～24・28番
八名 まり子　高田馬場4丁目25～27・29番
川村 法子 　　高田馬場4丁目30～36番
森 僚子　　　高田馬場4丁目37～41番
太田 幸一 　　百人町4丁目7番、8番（1～6・8号）
小泉 正子 　　百人町3丁目29番（6号）、百人町4丁目8番
　　　　　　 （7・9号）、9番
和田 美枝子　百人町4丁目1～4番、5番（15号～）
小倉 桃子 　　主任児童委員

高田 充子　下落合1丁目1～7番
鈴木 勇　　下落合1丁目9・10・14・15番、中落合1丁目1・2番
黒木 康二 　下落合2丁目1～5・10・13番（1～11号）・14
　　　　　 番（1～4号）
束野 和子 　下落合2丁目6～9・21～25番、下落合3丁目7・9番
松井 眞理 　下落合4丁目1～6・8・9番（1～4・40～44号）
鈴木 淑乃 　下落合1丁目8・11～13・16・17番、高田馬場3
　　　　　 丁目16番（7号～）・17・18番（1～3・5・7号）
大矢 良子 　下落合2丁目11・12・13番（28号～）・14番（5
　　　　　 号～）・15～20番、下落合3丁目1～4番

田邉 良子　　下落合3丁目17～22番
浅見 美惠子　下落合3丁目5・6・8・13～16番
髙橋 静夫　　下落合3丁目10～12番 、下落合4丁目19・20・27番
戸川 淳子　　下落合4丁目7・9番（5～39号）・10～15番
田中 敦子　　下落合4丁目16～18・21～26番
五十嵐 文惠　中落合1丁目3～11番、中井2丁目1番
田中 喜久子　中落合1丁目12～15・17・20・21番、中井2丁
　　　　　　 目2・3番
石神 江り子　中落合2丁目1～7・17番
松原 孝子　　中落合2丁目18～27番

宇田川 悦子　中落合3丁目1～14番
大枝 利子　　上落合1丁目5～13番
土谷 利加子　上落合1丁目1～4番
坂本 嘉美 　　上落合1丁目14～21番
嵯峨﨑 敬子　上落合1丁目24～30番
望月 裕子 　　上落合1丁目22・23番、上落合2丁目1～7・9番
山本 まり　　上落合2丁目8・10～14番
小池 悦子 　　主任児童委員
久冨 育子 　　主任児童委員

河野 京子 　　西落合1丁目1～12・14～16番
吉野 智子 　　西落合1丁目13・19～21・31～33番、西落
　　　　　 　合2丁目7・8番
渡辺 美佐枝　西落合1丁目17・25～29番、西落合2丁目1
　　　　　　 ～4番
山田 俊夫 　　西落合1丁目18・22～24・30番、西落合2
　　　　　 　丁目5・6番
最上 みち 　　西落合2丁目9・19～25番
馬場 和実 　　西落合2丁目10～18番

和田 洋子　　西落合3丁目13・16～30番
原田 隆子 　　西落合4丁目1～13・23・24番（7号を除く）
打田 光代 　　西落合4丁目14～22・24番（7号）・25番
荻嶋 初栄 　　中落合3丁目15～18・24・25番
角田 晶子 　　中落合3丁目19～23・26～29番
本橋 早苗 　　中落合4丁目1～15番
小野田 正治　中落合4丁目16～32番
岩田 澄江 　　中井1丁目1～8・10・11番
増田 和子 　　中井1丁目9・12～14番、中井2丁目25・27～30番

川島 惠子 　中井2丁目17～24・26番
越田 良子 　上落合2丁目15～22番
朝日 靖子 　上落合2丁目23～29番
髙橋 理絵 　上落合3丁目1～7・14・15番
久田 光子 　上落合3丁目8～12・21～25番
田邊 房代 　上落合3丁目13・20・26・27・33・34番
工藤 広子 　上落合3丁目16～19・28～32番
森戸 綾乃 　主任児童委員
水上 真理 　主任児童委員

石川 治子 　　西新宿7丁目8～15・19・20番
山賀 洋子 　　西新宿7丁目7・16～18・21～23番
市来 美加 　　西新宿8丁目1～7番
内藤 成子 　　西新宿8丁目8～15番
田淵 裕美 　　西新宿8丁目16～19番
鎌田 恵三子　北新宿1丁目6～11・14番
嶋田 珠実 　　北新宿1丁目12・13・15・27・28番
塚本 里子 　　北新宿1丁目22～25・32・33番
石田 雅章 　　北新宿1丁目1～5・16～19番

佐藤 芳美 　　北新宿1丁目26・29～31番
山下 秀美 　　北新宿2丁目1・2・14・16～22番
石間 千賀子　北新宿2丁目3～5・11番
松原 弘征 　　北新宿2丁目6～8番
樋口 景子 　　北新宿2丁目9・10・12・13・15番
髙橋 優美子　北新宿3丁目1～6・8番
佐藤 政子 　　北新宿3丁目7・12～15番
横村 和子 　　北新宿3丁目9～11・19・20番
柿澤 多加江　北新宿3丁目16～18・23～27番

猪瀬 敦子 　　北新宿3丁目21・22・28～31・39・40番
中村 留美 　　北新宿3丁目32～38番
原 二三子 　　北新宿4丁目1～3・14～20番
小永井 英子　北新宿4丁目4～11番
保坂 義彦 　　北新宿4丁目12・13・21～27番
佐藤 文子 　　北新宿4丁目28～36番
美濃部 芳和　主任児童委員
西村 康江 　　主任児童委員

※欠員により、掲載していない区域があります。

田中 泰子 　　若葉1丁目1～6番地
横山 悟子 　　若葉1丁目7～13番地
大和 正博 　　若葉1丁目14～24番地
尾山 充代 　　若葉2丁目
貫名 通生 　　南元町1～8番地
久保木 和代　南元町9～26番地、霞ヶ丘町
髙山 道子 　　四谷1丁目
森松 けい子　四谷2丁目
西岡 芳文 　　四谷本塩町
齋藤 和子 　　四谷三栄町1～6・15・16番
小名木 美行　四谷三栄町7～14番
小山 裕子 　　四谷坂町1～5番、6番（1～32、45号）、7番（16号～）
濵﨑 勝明 　　四谷坂町6番（33～44号）、7番（1～15号）、8
　　　　　 　～12番
篠原 美枝 　　荒木町16番地、片町

矢﨑 佳代子　四谷4丁目1～16番地
三井 久江 　　四谷4丁目17～23番地
安堂 栄記 　　四谷4丁目24～34番地
石井 典子 　　荒木町1・2・7～9・18～23番地
宮内 篤志 　　荒木町3～6・10～15・17番地
豊田 悠子 　　舟町
鈴木 邦子 　　愛住町
西田 妙子 　　四谷3丁目
城 とも子 　　須賀町1～5番地
徳山 順子 　　須賀町6～14番地
小松 清郎 　　左門町
鹿島 治夫 　　信濃町1～11・35番地
林 しょうこ　大京町1～12・15・16・19・20番地
冨岡 悦代 　　大京町13・14・17・18・21～32番地
小山 万里 　　内藤町

桃川 輝美 　　新宿1丁目1～14・21～23番
大友 友子 　　新宿1丁目15～20・24・25・30番
藤原 ひとみ　新宿2丁目9～19番
新倉 栄子 　　新宿2丁目1～8番、新宿3丁目1～14・15番（15～
　　　　　　 17号 ）・16・17番（1～5・19～25号 ）・18・30・
　　　　　　 31番（1・2号）・32番
山下 貴美江　新宿4丁目
中島 忠郎 　　新宿5丁目1～4番
吉川 ゆり子　新宿5丁目5～10番
窪田 保江 　　新宿5丁目11・12・13番（1・2・5・13号）・14番（1・3号）・
　　　　　　 15～17・18番（18～21号）、歌舞伎町1丁目1番
　　　　　 　（2～19号）
近藤 稔晃 　　主任児童委員
田中 健士 　　主任児童委員
加藤 正道 　　主任児童委員

四谷地区（40名）

石川 寛子 　　東五軒町
臼井 範子 　　西五軒町
三科 秀海 　　赤城元町、白銀町
古賀 サト子　筑土八幡町、津久戸町
唐木 もと子　新小川町1～6番
阪下 礼子 　　新小川町7～9番
小田桐 誠 　　神楽坂3～4丁目、揚場町、下宮比町、神楽河岸
木部 敬裕 　　神楽坂5丁目、袋町
室澤 一三 　　神楽坂6丁目、岩戸町

佐藤 直子 　　矢来町1～5・58～64・66～100番地
青木 みち代　矢来町6～41・44～56番地
針谷 美江子　矢来町43・57・65・101～162番地
飯島 泰文　　細工町、二十騎町
武野 みず子　南榎町
近藤 美佳 　　北町、中町
粟屋 通男 　　納戸町、南町
友田 純代 　　横寺町、箪笥町
増本 眞美 　　市谷本村町

中川 一枝 　　市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町1丁目、市谷八幡町
平川 みさ子　市谷加賀町1～2丁目
臼井 美保子　市谷甲良町
松木 雅子 　　市谷長延寺町、市谷砂土原町1～2丁目、市谷田町
　　　　　 　2丁目1～6・35～41番地、市谷田町3丁目
金井 利英子　払方町、市谷砂土原町3丁目、市谷田町2丁目7～
　　　　　　 33番地
池田 広恵 　　主任児童委員
細野 めぐみ　主任児童委員

笥町地区（25名）

庄司 和徳 　　市谷薬王寺町1～60・79・80・85番地
鹿島 智子 　　市谷薬王寺町61～78・81～84番地
互井 観章 　　市谷柳町
谷口 典子 　　市谷仲之町
菊田 真由美　原町1丁目
久古 教秀 　　原町2丁目
平松 敬子 　　原町3丁目、若松町5番（3号～）・6番（12号～）
北村 則男 　　赤城下町
浅井 春美 　　天神町
熊谷 光子 　　東榎町、榎町
小林 良一 　　改代町、築地町

手嶋 延江 　　山吹町4～8・258～261・263～290・292～
　　　　　 　319番地、中里町
星川 良男 　　水道町
村上 陽子 　　早稲田南町
細川 聡　　　馬場下町、西早稲田2丁目1・2番
菊池 夫佐子　喜久井町1～33番地
永井 聖子 　　喜久井町34～67番地
鈴木 礼子 　　弁天町1～21・108・109・120・122～178番地
花田 順子 　　弁天町22～107・110～119・121番地
鈴木 裕子 　　早稲田町
佐藤 佐智子　山吹町1・10～25・81・128・130・131・291・
　　　　　　 331～334・344～347・361～366番地

渡邉 キワ 　　山吹町335～343・348～360番地
岡 美津子 　　早稲田鶴巻町24・44・152～198・306・307・336～
　　　　　 　408・543・544・556～560・564～581番地
齋藤 利枝子　早稲田鶴巻町501～506・521～524・545・555番地
鈴木 庸子　　早稲田鶴巻町107～113・140・142・250～253・
　　　　　　 260～263・300～305・308・537～542・561～
　　　　　 　563番地
倉持 眞弓 　　早稲田鶴巻町508～520・525～536番地
桒島 惠子 　　主任児童委員
齊藤 博子　　主任児童委員

榎町地区（28名）

加藤 順二 　　住吉町1～4・5番（10号）・6番（1～8・13号）・
　　　　　 　7・8番（1～20号）
仁保 順子 　　住吉町5番（10号を除く）・6番（9～12号）・8番
　　　　　　 （21号～）・9～12番、河田町3番51号
木村 良子 　　住吉町13～15番
松尾 律子 　　富久町1～9番
小川 富美江　富久町10～17番
手柴 淳一 　　富久町22～33番
中村 直子 　　富久町20・21・34～41番
御所窪 和子　市谷台町

佐々木 ひろ子　河田町3番（53号）・4～6・9～11番
西原 映子 　　　河田町1～3番（51・53号を除く）・7・8番
秋山 繁子 　　　余丁町1～6番
松田 亜希子　　余丁町7～11・12番（1～9号）
石塚 木綿子　　余丁町12番（10号～）・13・14番
藤田 浩志 　　　若松町1～4・5番（1・2号）・6番（1～11号）・7～9番
小山 利枝子　　若松町10・11・25～32番
目黒 和義 　　　若松町12～24番
原嶋 晴子 　　　若松町33～38番
齋藤 由美子　　戸山1丁目1～9・21番、戸山3丁目2番

大河内 典代　戸山1丁目10～20・22～24番
村上 晴美 　　戸山2丁目1～6番
長沼 綾子 　　戸山2丁目7～10番
永井 節美 　　戸山2丁目11～14番
遠藤 久　　　戸山2丁目15～18番
江上 雄造 　　戸山2丁目23～25・34・35番
上原 久美子　戸山2丁目27～30番
長﨑 稔　　　戸山2丁目31～33番
鱒沢 信子 　　戸山3丁目1・3～17・20番
矢沢 忍　　　主任児童委員
藤塚 米子 　　主任児童委員

若松町地区（29名）

三浦 貴子 　　新宿5丁目13番（6・10～12・14号）・14番（5～
　　　　　　 12号）・18番（6～17号）、新宿6丁目11～14・
　　　　　　 22・26・27番（1～42・53～61号）・28・29番
田中 ヨシミ　新宿6丁目1～10・15番
渡辺 むつみ　新宿6丁目16～21・23番
大森 富子 　　新宿7丁目18～24番
髙田 洋子 　　新宿7丁目4・5・7～11・13～17番
宗像 進　　　新宿6丁目24・25・27番（43～52号）、新宿7丁
　　　　　　 目12番（1～10号）・25・26番（1～10・56～61号）
荒井 克美 　　新宿7丁目26番（11～55号）・27番
大久保 玲奈　歌舞伎町2丁目1～18番
平田 久子 　　大久保1丁目7～11番
森田 惠美子　大久保1丁目1番（1～3・44～49号）・2・3・12・13番

國本 賀津子　大久保1丁目14～17番
山下 比呂士　大久保2丁目1～3番
岩垂 香澄 　　大久保2丁目4～9番
諏佐 久枝 　　大久保2丁目10～15番
田代 尚子 　　大久保2丁目16～21番
村田 能利子　大久保2丁目22～28番
石橋 裕美 　　大久保3丁目1～6番、戸山3丁目18番
白井 和美 　　大久保3丁目7・8番
大草 美鳥 　　大久保3丁目11・12番
三橋 陽子 　　大久保3丁目13・14番
桑原 浩美 　　百人町2丁目4～16番
志村 興司 　　百人町1丁目3～8番
稲葉 典惠 　　百人町1丁目1・2・9・12～14番

吉田 茂子 　　百人町1丁目10・11・15～17番
永澤 富子 　　百人町1丁目18～21番 、百人町2丁目24～27番
今田 済士　　西新宿7丁目1～6番、百人町1丁目22～25番
川野 和美 　　百人町2丁目17～23番
武田 裕子 　　百人町3丁目1番
武田 千恵子　百人町3丁目6～14番
田﨑 美佐子　百人町3丁目19～27番・28番（1・2・5号～）
金子 典子 　　百人町3丁目28番（3・4号）・29番（6号を除く）・31・
　　　　　　 32番
的場 裕子 　　百人町3丁目30番
藤山 美惠子　主任児童委員
谷内 郁子 　　主任児童委員

大久保地区（34名）

伊藤 眞理子　西新宿2丁目 、西新宿4丁目11～19番
佐藤 光子 　  西新宿4丁目1～5番、西新宿5丁目8～10・24・25番
森 美樹子 　　西新宿5丁目1～7・13～15番
千田 昌子 　　西新宿5丁目11・12・16～23番

渡邉 昌美 　西新宿6丁目13～18・20番
廣川 陽子 　西新宿1丁目、西新宿3丁目1～7番
有馬 雅子 　西新宿4丁目6～10・20・21番
榎本 ユミ 　西新宿4丁目22～26番

岡﨑 淑子 　　　西新宿4丁目27～32番
加藤 哲夫 　　　西新宿4丁目33～41番
呉屋 逸穂 　　　主任児童委員
大久保 まりこ　主任児童委員

角筈地区（12名）

戸塚地区（35名）

落合第一地区（25名）

落合第二地区（24名）

柏木地区（26名）

広げよう
支えあいの輪 高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めています

対象 75歳以上の一人暮らしの方（★）、75歳以上の
みの世帯の方（日中に同様の状態となる世帯も対象）
内容 地域見守り協力員（地域のボランティア）の自
宅訪問（月2回程度）
● 見守り協力員（地域のボランティア）を募集しています
　高齢者のご自宅の見守り活動や、定期的に開催す
る連絡会にご参加いただきます。詳しくは、お問い合
わせください。
問合せ 区社会福祉協議会地域活動支援課新宿ボラ
ン テ ィ ア・市 民 活 動 セ ン タ ー ☎（5273）9191・
㋫（5273）3082

②�地域見守り協力員が生活を見守ります

★75歳以上で1人暮らしの方は、①②のいずれか一方をご利用いただけます。

対象 75歳以上で一人暮らしの方（★）
内容 情報紙「ぬくもりだより（右図。高
齢者が利用できるサービス等、生活に役
立つ情報を掲載）」の訪問配布（月2回）
※事前に地区の民生委員が生活状
況や訪問配布の希望を伺うことがあります。
※特別出張所や高齢者総合相談センター等でも配布し
ています。訪問配布の対象でない方もご覧ください。
問合せ 高齢者支援課高齢者相談第二係（本庁舎2階）
☎（5273）4594・㋫（5272）0352

①生活を見守りながら「ぬくもりだより」を
　お届けします 内容 ▶高齢者に身近な事業者と関係機関の連携

による高齢者の見守り、▶業務中に気付いた高齢
者の異変等を高齢者総合相談センター等へ連絡
登録事業者の例 ▶新聞販売店、▶理容室、▶美容
院、▶牛乳販売店、▶公衆浴場、▶商店会、▶郵便
局、▶金融機関、▶宅配業者、▶薬局、▶コンビニエ
ンスストア等（11月1日現在676事業者）
問合せ 高齢者支援課高齢者相
談第二係

�③地域の事業者が高齢者を見守ります

▶高齢者見守り登録
事業者ステッカー
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区公式 LⅠN E アカウント
区政情報を発信しています

アカウント名／新宿区

バドミントン大会・男女別団体戦  

 イベント

日時 2月5日㈰午前9時～午後7時
会場 新宿スポーツセンター（大久保3
―5―1）
対象 区内在住・在勤の15歳以上（中学
生は不可）・区バドミントン連盟登録
者、300名（1チーム6名以上）
費用 1チーム6，000円（同連盟未登録者1
名に付き500円を加算。上限は9，000円）
主催・申込み 1月12日（必着）までに所定の
申込書を郵送で問合せ先へ。応募者多数の
場合は抽選。申込書は新宿コズミックセン
ター（大久保3―1―2）等で配布しています。
問合せ 区バドミントン連盟・糸井裕子

（〒171-0033豊島区高田1―10―6）
☎090（7402）8696

総合教育会議

日時 1月11日㈬午後3時～5時
会場・申込み 傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第2委員会室へ。
問合せ 総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505

都市計画審議会

日時 1月13日㈮午後2時から
会場 区役所本庁舎5階大会議室
申込み 傍聴を希望する方は1月12日
㈭までに電話かファックス（6面記入
例のとおり記入）で問合せ先へ。

問合せ 都市計画課都市計画係（本庁舎
8階）☎（5273）3527・㋫（3209）9227

景観まちづくり審議会

日時 1月18日㈬午前10時～12時
会場 区役所本庁舎6階第4委員会室
申込み 傍聴を希望する方は1月16日
㈪までに電話かファックス（6面記入
例のとおり記入）で問合せ先へ。
問合せ 景観・まちづくり課（本庁舎8
階）☎（5273）3831・㋫（3209）9227

指定管理者選定	 	 	

公開プレゼンテーション

● 東五軒町地域交流館・児童館
日時 1月14日㈯午前9時15分～10時
5分（午前9時開場）
会場 子ども総合センター（新宿7―3―29）
対象 区内在住の方、25名
申込み 12月27日㈫～1月13日㈮に所定の
申込書をファックスで問合せ先へ。電話で
も申し込めます。先着順。申込書は新宿区
ホームページから取り出せます。託児あり。
問合せ 子ども家庭支援課児童館運営
係☎（5273）4544・㋫（3232）0666

指定管理者を指定しました

施設名・指定管理者 ▶①中町地域交流館・
児童館…NPO法人ワーカーズコープ、▶②
西新宿シニア活動館…奉優会、▶③新宿
地域交流館…生活協同組合・東京高齢協
指定期間 4月1日～令和10年3月31日
問合せ ▶①子ども家庭支援課児童館
運営係☎（5273）4544、▶②③地域包
括ケア推進課高齢いきがい係（本庁舎

2階）☎（5273）4567

作って食べよう!	がん患者・家族

のための料理教室	 講座

● 食べやすくて栄養がとれる簡単料理
日時 1月19日㈭午前11時～午後2時
会場 大久保地域センター（大久保2―
12―7）
申込み 12月27日㈫～1月12日㈭に電
話かファックス（6面記入例のとおり
記入）で問合せ先へ。先着10名。
問 合 せ 暮 ら し の 保 健 室 ☎（3205）
3114・㋫（3205）3115

親子運動プログラム	 講座

● 産後ママのフィットネスwithベビー
～産後の体の講話とエクササイズ

日 時 1月26日 ㈭ 午 後1時10分 ～2時
20分・午後2時40分～3時50分（いず
れも同じ内容）
対象 区内在住の4～9か月児と母親、
各回10組
申込み 12月27日㈫から電話かファッ
クス（6面記入例のとおり記入）で問合
せ先へ。先着順。
会場・問合せ 東新宿保健センター（新宿7―
26―4）☎（3200）1026・㋫（3200）1027

羽田空港見学会	 イベント

　日時・申し込み方法等詳し
くは、東京航空局ホームペー
ジ（右二次元コード。㋭https：

//www.cab.mlit.go.jp/tcab/haneda/
kinokyoka/post_276.html）をご覧ください。
対象 小学生以上、30名（小学生は保護
者同伴）
申込期限 1月3日㈫
問合せ 国土交通省東京航空局環境・地
域振興課☎（5757）3021（月～金曜日
午前10時～午後5時）

市民とNPOの交流サロン イベント

● NPO法人多言語多読の活動紹介
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用
したオンラインイベントです。
日時 1月12日㈭午後6時45分～8時45分
申込み 1月12日㈭午後5時45分まで
新宿NPO協働推進センターホーム
ページ（右二次元コード。
㋭https：//snponet.net/
a l t e r na t i n gcu r r en t /
salon/）から申し込めます。
問合せ 新宿NPOネットワーク協議会
事務局☎（5206）6527

受付窓口・電話 新宿区保養施設受付
（本庁舎1階）☎（5273）3881
受付日時 月～金曜日午前9時～午
後5時。土・日曜日、祝日等は㈱日本
旅行☎（5369）3902（午前10時～
午後6時。電話受け付けのみ）へ。
※年末年始はいずれも休止します。
◎抽選（区民抽選予約）
申込期間 1月1日～10日（必着）
申込方法 受付窓口等で配布の抽選
はがきでお申し込みください。1月
20日㈮ころまでに結果通知が届か
ない場合は、お問い合わせください。
◎空き室予約（抽選後）
　「区民優先予約（当選者を含む）」

「一般予約」の順に電話か受付窓口
で予約を受け付けます（いずれも先
着順）。空き室の状況は、受付窓口・特
別出張所のほか、㈱日本旅行ホーム
ペ ー ジ（ ㋭http：//ntasports.net/

shinjukuku/）でも確認できます。
申込開始日 ▶区民優先予約…1月
21日㈯、▶一般予約…2月1日㈬
グリーンヒル八ヶ岳のお知らせ
● 新宿駅西口発直行便バスツアー
　往復バスと宿泊・観光がセット
です（2泊3日。要宿泊予約）。
4月の出発日・コース ▶5日㈬…千
曲あんず花畑・三嶋大社、▶12日㈬
…高遠城址公園・松本城、▶17日㈪
…懐古園・蓼科山聖光寺
問合せ グリーンヒル八ヶ岳☎ 0551

（32）7011
★4月1日から本人確認を実施します
　18歳以上で区民料金が適用される
方は、氏名・住所が確認できるものを
チェックイン時にご提示ください。
問合せ 生涯学習スポーツ課生涯
学習スポーツ係（第1分庁舎7階）
☎（5273）4358

区民保養施設の利用申し込み

4月1日～5月6日宿泊分 箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

　区役所本庁舎内の会議室で、ス
クリーンを使い傍聴できます。
日時・定員 2月5日㈰午後1時30
分～5時（15名程度）
申込み 1月13日㈮までに所定の
申込書を郵送（必着）・ファックス
または直接、問合せ先へお持ちく
ださい。応募者多数の場合は抽選。

申込書は新宿区ホームページから
取り出せるほか、12月26日㈪か
ら問合せ先・区政情報センター（本
庁舎1階）・特別出張所・区立図書
館で配布します。
問合せ 企画政策課（〒160-8484
歌 舞 伎 町1―4―1、本 庁 舎3階 ）
☎（5273）3502・㋫（5272）5500

新宿区自治基本条例に関する
区民検証会議を傍聴しませんか

● 接種期限は1月31日
　インフルエンザの症状は新型コ
ロナと似ています。同時に流行する
と医療現場が混乱し、医療体制がひ
っ迫するおそれがあります。早めの
予防接種をご検討ください。
予診票の発送 65歳以上の方、13歳

未満のお子さん等を対象に予診票を
発送しています。補助を受けるには、
区が交付した予診票が必要です。詳
しくは、お問い合わせください。
問合せ 保健予防課予防係（第2分
庁 舎 分 館1階 ）☎（5273）3859・
㋫（5273）3820

インフルエンザ予防接種の
接種期限が迫っています

HPで詳しく

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

12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 346，835人（90人減）
世帯数 223，554世帯（131世帯減）

日本人 外国人

人口計 306，449人
（129人減）

40，386人
（39人増）

男 153，128人
（36人減）

21，073人
（29人増）

女 153，321人
（93人減）

19，313人
（10人増）

HPで詳しく



☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★
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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。

2022 新宿区政この1年
令和4年（2022年）が間もなく終わります。区の1年の取り組みを振り返ります。　　問合せ 区政情報課広報係（本庁舎3階）☎（5273）4064

　「ゼロカーボンシティ新宿」を区民の皆さんに広く知って
もらい、脱炭素の取り組みを広めるため、キャラクターを公
募し、60件の応募の中から「もんぼん」が選ばれました。

「ゼロカーボンシティ新宿」普及啓発
キャラクター「もんぼん」が誕生

6月

▶もんぼん

平和のつどいを配信3月
　全ての国の核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を
願う「新宿区平和都市宣言」を制定してから令和3年3
月15日に35周年を迎えたことを記念し、事前収録し
たセレモニーの様子をオンライン配信しました。
　セレモニーでは、平和へのメッセージを伝える音
楽やトーク、パフォーマンス等が披露されました。 ▲セレモニーの様子

（牛込第三中学校吹奏楽部の演奏）

宝塚大学と「包括連携に関する協定」
を締結

5月

　宝塚大学と地域課題の解決や地域の活性化
を図り、地域社会の発展に寄与することを目
的とする「包括連携に関する協定」を締結しま
した。

▶吉住区長（左）と米川学長（右）

神田川親水テラスを3年ぶりに開放7月
　区民の皆さんに神田川に親しんでもらうた
め、普段は入ることができない「神田川親水テラ
ス」と神田川の一部を7~8月に開放しています。
　今年は3年ぶりに開放し、子どもたちが探索
に訪れました。

▶神田川を探索する子どもたち

　3月15日に、新宿区が誕生してから75
周年を迎えました。
　同日に新宿文化センターで開催された
記念式典では、延べ248名の区政功労者の
表彰や区出身の演奏家によるヴァイオリ
ン・ピアノ演奏が行われました。

新宿区成立75周年3月

▶区政功労者の表彰

◀会場の様子

漱石山房記念館
開館5周年

9月
　9月24日に開館5周年を迎えたことを
記念し、イベントが開催されました。

▲漱石山房記念館▲夏目漱石

新宿区長選挙
吉住健一区長再選

11月
　11月13日に執行された新宿区長選挙では、吉住
健一氏が再選され3期目を迎えました。令和4年第4回
区議会定例会では11月25日に所信を表明し、「物価高
騰対策による区民生活・事業者の支援」や「コロナ禍
からの地域活動の再起動と経済の活性化」のほか、5
つの基本政策と「『新宿力』で創造する、やすらぎとに
ぎわいのまち」の実現について抱負を述べました。 ▲吉住区長3期目の初登庁の様子

樋
ひ ぐ ち

口新
わ か ば

葉さんに
新宿区スポーツ栄誉賞を授与

10月

▲樋口新葉選手

新宿中央公園のちびっこ広場が
リニューアルオープン

9月
　誰もが利用できるインクルーシブの視点を取り入れた遊具や、小さな子ども
向けの遊具を多数備えた乳幼児専用の遊び場、さまざまな年代の子どもが遊べ
るよう大小2つのすべり面がある大型すべり台など、子どもたちが安心して楽
しめる魅力的な遊具を整備しました。

▲自分に合ったシートを選べるブランコ ▲乳幼児専用の遊び場

▲グレードアップしたすべり台 ▲完成記念式典の様子

中央図書館開館50周年

　4月18日に開館50周年を迎えたことを記念し、
10月15日に記念式典を開催したほか、記念の講
演会や絵本のよみきかせ会を開催しました。

▲記念式典の様子

4月

　北京オリンピックで団体戦銅メダル、女子シング
ル5位入賞（いずれも暫定順位）の成績を収めた樋口
新葉選手（淀橋第四小学校卒業）に、新宿区スポーツ
栄誉賞を授与しました。
　10月10日の授与式で樋口選手は、「たくさん悔しい
思いやつらい思いをしてきましたが、憧れのオリンピ
ックの舞台に出ることができて夢がかないました」と
述べ、子どもたちに「夢をあきらめずに努力をするこ
とを続けてほしい」とメッセージを送りました。



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。

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（8）第2413号　令和4年（2022年）12月25日発行

電力・ガス・食料品等価格高騰

緊急支援給付金（家計急変世帯分）

申請期限（1月31日（火））が近づいています
受給には申請が必要です

　令和4年1月～12月の間に予期せず家計が急変し、年間収入（所得）見込額が非
課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）の方は、申請によ
り給付金を受け取ることができます。家計急変世帯に該当すると思われる方は必
ず期限までに申請してください。対象要件等詳しくは、新宿区ホームページ（上二
次元コード）でご案内しています。

※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（非課税世帯分）の申請も受け
付けています。対象世帯には確認書等を送付しています。返送期限は1月31日
㈫（消印有効）です。期限内にご返送ください。確認書等が届いていない場合は
上記コールセンターへお問い合わせください。

支給金額 1世帯に付き5万円
申請書類の配布場所 ▶区役所本庁舎、▶各特別出張所、▶生活福祉課（第2分庁舎
1階）、▶消費生活就労支援課（第2分庁舎3階）ほか
※新宿区ホームページからも取り出せます。
問合せ 価格高騰緊急支援給付金コールセンター☎0120（008）115（土・日曜
日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時15分（1月31日㈫まで））
区の担当課 価格高騰緊急支援給付金対策室（本庁舎地下1階）☎（5273）4112・
㋫（5273）4366

◆相談窓口
　筆談・代筆が必要な方や電話での問い合わせが困難な方向けに区役所本庁舎地下
1階に相談窓口を開設しています。ご利用ください。
受付時間 午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日等を除く1月31日㈫まで）

◆�対象の世帯へ12月26日㈪に案内通知を発送します。

◆�給付金を受給するには、手続きが必要な場合があります。

　区教育委員会では、物価高騰等緊急対策として、学齢期のお子さんに学用品費等を支援
する給付金を支給します。

HPで詳しく

  学用品費等支援臨時給付金
          コールセンター

☎0120（005）885
※ 筆談・代筆が必要な方や電話での問い合わせが困難な方
向けに、区役所本庁舎4階に相談窓口を開設しています。ご利
用ください。
受付時間 コールセンター・相談窓口いずれも午前8時30分
～午後5時（土・日曜日、祝日等を除く）

HPで詳しく

小・中学生の

お子さんがいる世帯への

学用品費等支援臨時給付金

対象

下記①②のいずれにも該当するお子さん
▶①平成19年4月2日～28年4月1日に生まれたお子
さん
▶②令和4年12月9日（基準日）に、区に住民登録があ
るお子さん
※DV等で避難中のため区に住民登録がない方は、右
上記コールセンターへご相談ください。

支給対象 手続き方法 提出期限

令和4年12月9日（基
準日）現在、児童手当
を区から受給してい
る方
※対象のお子さんと
児童手当受給者が同
一世帯の場合に限り
ます。

ア. 児童手当口座へ
の振り込みに支障が
ない場合

手続きは必要ありません。

イ. 児童手当口座を
す で に 解 約 し て い
るなど、児童手当口
座の変更等により、
振 り 込 み に 支 障 が
ある場合

案内通知に同封している「振込口
座変更届」を返信用封筒で提出
※振込口座を記入し、振込口座関
係書類を貼付してください。

1月11日㈬（消印有効）
※期限までに提出がない場合
は、児童手当口座へ振り込み
ます。

ウ. 対象のお子さんがいる世帯の世帯主で
上記以外の方

案内通知に同封している「確認書」
を返信用封筒で提出
※振込口座を記入し、振込口座関
係書類を貼付してください。

2月28日㈫（消印有効）
※期限を過ぎると受給できま
せん。

手続き方法・提出期限

下表のとおり。

支給金額

対象のお子さん1人に付き2万円

支給時期

▶右表アの方…1月31日㈫（予定）
▶右表イ・ウの方…2月1日㈬以降順次

ケーブルテレビの
広報番組（1月放送）

新春特別番組
区長年頭のあいさつ

1月1日㈷～15日㈰
ジェイコムチャンネル港・新宿（11チャンネル）で放送
　令和5年を迎え、吉住区長が令和5年
の取り組み等を語ります。
放送内容▶対談形式による区長の年頭
のあいさつ、▶区長が餅つきに挑戦、
▶広報新宿令和5年正月号の取材に
協力してくださった小学生の皆さんに
新年の目標をインタビュー
⃝番組の放送（10分番組）
▶午後4時から、▶午後10時からの毎
日2回放送します。
※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」でも配信
します。
　また、1月6日㈮から、区政情報セン
ター（本庁舎1階）、区立図書館（所蔵は
中央・四谷・下落合図書館のみ）でDVD
を貸し出します。
問合せ 区政情報課広報係（本庁舎3階）
☎（5273）4064・㋫（5272）5500
※ケーブルテレビの受信については、
ジ ェ イ コ ム 東 京 ☎0120（999）000

（午前9時～午後6時）へ。

　警察官になりすました犯人に、キャ
ッシュカードをすり替えられお金を
引き出される事件が起きています。
▶警察官が自宅に通帳・カードを受
け取りに行ったり暗証番号を聞くこ
とはありません。
▶少しでも疑問や不安を感じたら、

　　　　　　　　　　　　　　　　
最寄りの警察署に確認しましょう。
警察署代表電話 ▶牛込☎（3269）0110、
▶新宿☎（3346）0110、▶戸塚☎（3207）
0110、▶四谷☎（3357）0110
問合せ 区危機管理課危機管理係（本庁
舎4階）☎（5273）3532・㋫（3209）4069

警察官を名乗る電話に
ご注意を！

一言アドバイス

止防害被欺詐
区内の特殊詐欺被害

認知件数（11月）
特殊詐欺の主な種類 件数

 オレオレ詐欺 2件
 預貯金詐欺 0件
 還付金詐欺 3件
 架空料金請求詐欺 0件
 キャッシュカード詐欺盗 1件
 合計 6件

※区危機管理課調べ

問合せ
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