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　高田馬場流
や ぶ さ め

鏑馬は、享保１３（１７２８）年、八代
将軍徳川吉宗が世

よ つ ぎ

嗣の病気平癒を祈願して穴八
幡宮に奉納したことが起源とされています。疾走す
る馬上から3箇所に設置された的を目掛けて矢を放
つ、古式ゆかしく勇壮な伝統行事です。ぜひ、現地
で迫力ある流鏑馬の公開をお楽しみください。

　国立競技場を発着点とし、神宮外苑から新宿の
町並みを駆け抜ける「新宿シティハーフマラソン・区
民健康マラソン」ランナーを募集します。ひよこの部
からハーフマラソンまで、ご家族で楽しめるマラソン
の祭典です。オリンピック銀メダリストの君原健二さ
んもランナーとして走ります。1月30日（日）は家族そ
ろってスポーツの聖地「国立競技場」へ!

　博物館所蔵の写真から区内各地で写された、明治から昭和
戦前までの風景をご紹介します。大きな変貌をとげた新宿駅周
辺、戦前の寺社の写真などをご覧ください。さらに、新たに修復し
た地図「帝都大観」、「淀橋浄水場付近地形図」も展示します。

新宿区指定無形民俗文化財

高田馬場流
や ぶ さ め

鏑馬の公開区民健康マラソン

写真展 新宿風景 PARTⅠ（戦前編）

新宿シティプロモーション推進協議会が発足

第１回新宿区伝統芸能フェスティバル

新宿ミュージカル講座 発表会

日 10月2日（土）～11月28日（日）　9時30分～17時30分（入館17時まで） 休館日  10月12日
（火）・25日（月）・11月８日（月）・22日（月） 場  新宿歴史博物館企画展示室 料 無料 
問 学芸課 ☎３３５９-２１３１

【関連イベント】 学芸員によるギャラリートーク
日 10月16日（土）・23日（土）14時（40分程度）
※新宿風景PARTⅡ（戦後編）は、12月4日（土）～平成23年1月30日（日）に新宿文化センターで開催いたします。

太宗寺境内（昭和8年頃）

　新宿区観光協会、新都心新宿PR委員会、新宿区、当財団が連携し、新宿の魅力を
PRしていきます。同時に観光ポータルサイト「しんじゅくナビ」をオープンし、区内のイベント
やおすすめスポットなど、地域に密着した情報を順次発信していきます。
     「しんじゅくナビ」 http://shinjuku.mypl.net/shinjuku_navi/
問 新宿シティプロモーション推進協議会事務局 観光課内 ☎３３５９-3729

　「ライオンキング」「サウンドオブミュージック」「マンマミー
ア」など、誰でも知っているミュージカルナンバーに合わせ、
みんなで歌って踊って演じます。６月からダンス・歌・芝居
に一生懸命取り組んできました。受講生による最高のパ
フォーマンスをご覧ください！
日  10月17日（日）13時30分開場　14時開演　15時30分終演予定 場   四谷区民ホール（内藤町
87 四谷区民センター９階） 料 入場無料 問 子ども・地域課 ☎3232-5122

日 10月11日（月・祝）14時～15時30分 場  都立戸山公園（箱根山地区）戸山３丁目　［最寄駅］
東京メトロ東西線「早稲田」駅下車徒歩8分／東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車徒歩１０分／都
営バス 学０２系統 早大正門行「馬場下町」下車徒歩５分 料 無料　ただし立見見学 主  高田馬場流
鏑馬保存会 後援  新宿区／新宿区教育委員会／東京都教育委員会 問 学芸課 ☎３３５９-２１３１

申  インターネットによる申し込み：9月30日（木）～11月30日（火）
 公益財団法人新宿未来創造財団HP：http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
 ランテス：http://runnet.jp/（携帯電話可）
 スポーツエントリー：http://www.sportsentry.ne.jp（携帯電話可）
 ゆうちょ振替払込書（大会専用）による申し込み
 新宿区民優先受付：9月21日（火）～╱新宿区民外（一般受付）：9月30日（木）～ いずれも10月15日（金）まで 
 ※参加定員に達し次第募集を締め切ります。新宿区民優先申込期間中は区民以外の方の申込は無効です。

問  パンフレットの請求･申し込みについての問い合わせ
 新宿シティハーフマラソンエントリーセンター（ランテス） ☎3714-7924（平日10時～17時） 
 〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9 ※大会要項ご希望の場合は、返信用封筒（長３サイズ）に切手を貼りエントリー 
 センターまで送付願います。（2部まで80円･5部まで90円）

 大会についての問い合わせ
 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン大会事務局 ☎3232-5121　FAX:3209-1833（9時～17時） 
 〒169-0072 東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックセンター内 公益財団法人新宿未来創造財団

　新宿区名誉区民・鶴賀若
わかさのじょう

狭 掾氏（重要無形文化財保持者<人間
国宝>新

しんない

内節）と八王子車人形西川古柳座、新宿区指定無形民俗文
化財萩

はぎわらしゃちゅうさとかぐら

原社中里神楽、戸塚囃
は や し

子、区外団体の出演を予定しています。
日 10月23日（土） 13時～16時（12時30分開場） 場  四谷区民ホール（内藤
町87 四谷区民センター9階） 料 一般300円中学生以下無料  定  先着400名 共 新宿区・新宿区教
育委員会（予定） 問 学芸課 ☎３３５９-２１３１ ※詳細については、10月5日号で紹介します。

新宿シティハーフマラソンの部

健康マラソンの部

種　目 参加料 定　員
ハーフマラソンの部　9時スタート（制限時間2時間30分）
一般男･女、40歳以上男･女、50歳以上男･女、60歳以上男･女 4,000円 4,500名

10Kmの部　11時40分スタート(制限時間1時間10分)
一般男･女、40歳以上男･女、50歳以上男･女、60歳以上男･女 3,000円 2,500名

種　目 参加料 定　員
３km（一般男･女）13時スタート（制限時間30分） 1,500円

1,800名

３km（中学生男･女）13時スタート（制限時間30分）

1,000円
２km（小学生１～３年男･女）13時40分スタート（制限時間30分）
２km（小学生４～６年男･女）13時40分スタート（制限時間30分）
ファミリー２km　13時40分スタート（制限時間30分）
２kmファンラン　13時40分スタート（制限時間30分）
スペシャルラン（300m）
小学生･70歳以上･障がいのある方　11時50分～ 500円 100名
ひよこの部（区内・区外）42.195m　9時10分～
保護者1名+未就学児1名　※ベビーカーでの参加は不可 500円 各200組

ランナー募集！！
第9回

新宿の多様な魅力を発信！

入場無料
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がいこくじんそうだんまどぐち

国人相談窓口／外
がいこくじんそうだん

国人相談コーナー
日
にちじょうせいかつ

常生活などで悩
なや

んだり、わからないことがあ
りましたら、お気

き が る

軽にご相
そうだん

談ください。日
に ほ ん じ ん

本人
でも外

がいこくじん

国人でも、どなたでも相
そうだん

談できます。
個
こじんじょうほう

人情報は厳
げんしゅ

守します。相
そうだんりょう

談料は無
むりょう

料です。

新宿区役所 外国人相談窓口
９：３０～１２：００／１３：００～１６：３０
英語：月～金曜日 ☎5272-5060
中国語：月・水・金曜日 ☎5272-5070
韓国語：火・木曜日 ☎5272-5080
新宿区役所本庁舎１階（歌舞伎町1-4-1）

新宿多文化共生プラザ 外国人相談コーナー
１０：００～１２：００／１３：００～１７：００
英語：木曜日、第１・３・５水曜日、第３金曜日
中国語：火・木曜日
韓国語：月曜日の午後、金曜日
タイ語：火曜日
ミャンマー語：木曜日
在留資格（日本語）：第２金曜日の１８：３０～２０：３０
しんじゅく多文化共生プラザ（歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）
☎5291-5171
問 文化交流課 ☎3350-1141

新
がいこくじんにほんごきょうしつ

宿区日本語教室
新
しんじゅくく

宿区では、日
に ほ ん ご

本語ボランティアが日
にちじょうせいかつ

常生活
に必

ひつよう

要な日
に ほ ん ご

本語を教
おし

えています。あなたも一
いっしょ

緒
に勉

べんきょう

強しませんか？

期間  ４～７月／９～１２月／１～３月 場 新宿区内１０
カ所、１１教室 対 日本語を母語としない外国人の方。
新宿区在住の方を優先。中学生以下の方は参加できま
せん。 料 週１回の教室／２,０００円（１～３月は１,５００
円）週２回の教室／４,０００円（１～３月は３,０００円） 申 
文化交流課へお問い合わせください。 問 文化交流課 
☎3350-1141

Shinjuku Foreign Resident Advisory Corner 
and Foreign Resident Consultation Corner

If you have any problems or questions concerning 
everyday life in Japan, please feel free to ask 
for help.Consultation services are available for 
Japanese residents as well as foreign residents. All 
matters will be kept strictly confidential. Consultation 
services are free of charge.
Shinjuku Foreign Resident Advisory Corner
9:30 a.m. to 12 noon and 1 to 4:30 p.m.
English: Monday through Friday Tel: 03-5272-5060 
Chinese: Mondays, Wednesdays, and Fridays Tel: 
03-5272-5070 Korean: Tuesdays and Thursdays Tel: 
03-5272-5080 Shinjuku City Office Main Bldg. 1F (1-
4-1 kabuki-cho)
Foreign Resident Consultation Corner
10 a.m. to 12 noon and 1 to 5 p.m.
English: Thursdays; 1st, 3rd, and 5th Wednesdays; 
and 3rd Fridays  Chinese: Tuesdays and Thursdays  
Korean: Monday afternoons and Fridays  Thai: 
Tuesdays  Myanmarese: Thursdays  V isa 
Consultation (in Japanese): 2nd Fridays, 6:30 to 8:30 
p.m.  Shinjuku Multicultural Plaza (hygeia 11F 2-44-
1 kabuki-cho)  Tel: 03-5291-5171
Inquiries: Cultural Exchange Division, Tel: 03-3350-
1141

Shinjuku-ku Japanese-Language Classes

Shinjuku City offers Japanese-language classes 
in which volunteers teach basic conversational 
Japanese for everyday living. Why not join a class 
in your neighborhood? Period: Three months (April 
through July, September through December, and 
January through March) Location: 10 locations in 
Shinjuku City (total of 11 classes) Eligibility: Foreign 
residents whose first language is not Japanese are 
eligible. Those who live in Shinjuku City will be given 
priority. Those who are of junior high school age or 
younger are not eligible to join the class.
Fees: For classes once a week—¥2,000 (¥1,500 for 
the January–March classes)
For classes twice a week—¥4,000 (¥3,000 for the 
January–March classes)
To Apply: Please call the Cultural Exchange Division 
for more information.Inquiries: Cultural Exchange 
Division, Tel: 03-3350-1141

リ・スウジン（李秀眞）さん

早川菊治さん
「よく参加します。普段食べ
られないような外国の料理
を食べられますからね。日本
で入手しにくい食材がどこ
で売っているのか教えてくれ
ることもあります」

貝田とも得さん（左）と
生井孝子さん（右）

「新大久保で食べたパッピ
ンスがおいしかったので、自
分でも作ってみたかったんで
す。韓流スターと韓国料理
大好き！」

いろいろなぶんかを
たいけんしよう

し ん じ ゅ く せ か い い っ し ゅ う

問 FAX  

韓国ではお皿を手で持って
食べないんですよ

へぇ〜。
日本と逆だね〜！

できあがり〜♪



新宿区生涯学習フェスティバル  茶の湯の会

新宿区生涯学習フェスティバル  
音楽・コーラスのつどい

運営ボランティア募集

新宿区生涯学習フェスティバル  
作品募集 締切間近！
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このマークのある講座などは、
ホームページからの申し込みが可能です。

下段は広告スペースです。
お問合せは直接広告連絡先まで

掲載お申込み　　「広告募集中！！」を
クリックしてください。

林芙美子記念館へのお誘い
聴いて、眺めて、知って…《芙美子の世界》 林芙美子記念館

新しくなった赤城神社も見学！
伝統とモダンが交差するまち 神楽坂まち歩きツアー

　秋の草花が咲き、季節の移ろいとともに彩りを増す林
芙美子記念館では、新たな催しをご用意してお客様をお
待ちしています。
　まずは、『土曜朗読会』（朗読：芙美子を読む会）で彼
女の作品世界をご堪能ください。そして、このたび初めて
放映する『あの人にあいたい　林芙美子』で芙美子の
生の声を聴き、その人となりに思いをはせていただきま
す。庭園では、見ごろを迎えるバラ園と、50種を超える植
物が、皆様に癒しのひと時をもたらします。近代和風建
築としても注目を集めている建物については、ガイドボ
ランティアが丁寧にご案内します。この秋、魅力を増した
林芙美子記念館に、ぜひ足をお運びください。

　今回はまちの文化祭「神楽坂まち飛びフェ
スタ」で、ベテランガイドさんが坂道、横丁、石
畳など粋な神楽坂のまちをくまなくご案内しま
す。コースの最後は世界的建築家隈

くま

研
け ん ご

吾氏

の監修による話題の赤城神社でお茶をいた
だきます。（小雨開催）
日     １０月３０日（土）、３１日（日）両日とも１日２
回まち歩きを行います。１回目13時30分～
15時30分、２回目15時30分～17時30分 
場 当日、当選ハガキを持参のうえ、神楽坂
善国寺毘沙門天境内（神楽坂5-36）受付
にお越しください。※荷物の預かりは行って
おりませんのでご注意ください。 対  どなたで

も 定  各回50名（多数抽選） 料  １回４００円 コース  善国寺（毘沙門天）、寺内公園、兵
庫横丁、かくれんぼ横丁、軽子坂、芸者新道、見番、光照寺、赤城神社ほか　神楽坂の
横丁、路地を中心にご案内いたします。 申  １０月１８日（月）必着。往復はがきまたは受信
可能なFAXがある場合はFAXで、記載例（４面）と希望の日にち、時間を記入し観光課へ。
問 観光課☎3359-3729 FAX 3359-5036

■『土曜朗読会』／9月25日〜12月18日までの毎週土曜日14時からの30分
■『あの人にあいたい 林芙美子』放映／毎週土日祝日の終日
■ガイド／土日祝日は10時〜16時、平日は13時〜16時
いずれも、予約は不要です。詳しくは、新宿歴史博物館または林芙美子記念館にお問い
合せください。 問 新宿歴史博物館 ☎3359-2131／林芙美子記念館 ☎5996-9207

しんじゅく多文化共生プラザ（歌舞伎町2-44-1 ハイジア11階）

日

場 対

料 申

次
じかい
回

国
こくさいこうりゅう際交流サロンは10月8日！！

左からマリさん（日本）　オレナさん（ウクライナ）　
えれなさん（日本）　内門徹さん（日本）

左から長松谷有紀さん（日本）　川本美菜子さん（日本） エカ
テリーナさん（ロシア）　マイケル・ボローズさん（バミューダ）　
西田洋平さん（日本）

国際交流サロンには
よく来ます

Let me know where 
Bermuda is.

北大西洋に浮かぶ国だよ、
覚えてね！

初対面なのに、あっという
間に仲良しだね！

いろいろな人と
出会えて、楽しいです

ここでしか会えない
仲間もいますよ！

行きたい国の
情報交換もできる場です

　イベント当日、会場整理や舞台設営な
ど、大会運営のお手伝いをしていただける
方を募集しています。一緒に素敵な舞台を
作りましょう！

出展要項・申込書は、コズミックセンター窓口、各生涯学習館で配布。HPよりダウンロードも可。
対  区内在住・在勤および生涯学習館で活動しているアマチュアの方の自作で未発表作品 種目・締切 A：絵画
展（表彰あり）9月30日（木）申込書必着 / B：書の展（表彰あり）10月25日（月）までに作品持参 / C：手工芸
展10月20日（水）申込書必着 / 写真展（表彰あり）10月25日（月）までに作品持参 / 短歌・俳句・川柳展（表
彰あり）10月1日（金）までに作品を持参または郵送 場 期間  A：新宿文化センター　10月20日（水）～10月
24日（日） / B：区民ギャラリー　10月27日（水）～10月31日（日） / C：コズミックセンター　
11月19日（金）～11月21日（日）※写真展は12月5日（日）まで 問 学習･スポーツ課　☎3232-5121

　芸術の秋の一日を都会の喧騒を忘れて、日本の古き良き文化に触
れてみませんか。裏千家・表千家・煎茶道静風流の席主6人がお点
前を披露します。茶券は3席分の点茶席券と点心（お弁当）がセットに
なっています。茶道を学んでいらっしゃる方も、初心者の方もお気軽に
ご参加いただけます。★呈茶席は茶券なしで入席できます。（無料・先着220名）
日 10月24日（日）10時～15時 場  茶道会館（高田馬場3-39-17） 料 1枚2,000円　9月20日（月・
祝）からコズミックセンター1階窓口で販売（売り切れ次第終了）取扱時間9時～17時 
問 学習・スポーツ課 ☎3232-5121

in 神楽坂
まち飛びフェスタ

文化の祭典

日  10月2日（土）9時集合 18時30分解散
予定。※前日（10月1日）に説明会を行いま
すのでご参加ください。場  新宿文化センター

（新宿6-14-1） 対    20歳以上の方 内 会場整
理員・案内・舞台準備等 募集人数  10名程度

（先着順） 申 9月27日（月）までに☎3232-5121
（17時まで）またはFAX 3209-1833で、氏名・
年齢・住所・電話番号をお伝えください。※インター
ネットでの申し込みも可。その他  ご協力いただい
た方にはＱuoカードを差し上げます。
問 学習･スポーツ課　☎3232-5121
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新宿歴史博物館臨時休館、施設貸出・利用休止のお知らせ

生涯学習館からのお知らせ  戸山生涯学習館の工事及び開館日について

お知らせ

　12月1日（水）～平成23年1月31日（月）の期
間、空調設備工事のため、全館休館します。なお、
博物館内の施設については右記の通り、貸出、利
用休止となります。ご不便をおかけしますが、ご了承
ください。

　戸山生涯学習館（戸山２-１１-１０１）は、10月4日（月）から空調設備更新、その他工事により休館しま
す。和室と学習館Ｄを除き12月4日（土）から開館する予定です。ご利用の皆様にはご不便をおかけい
たしますが、ご了承ください。

 問  学芸課 ☎3359-2131

問  学習・スポーツ課 ☎3232-5121

講堂貸出
休止期間 10月1日（金）～平成23年1月31日（月）

閲覧室利用
休止期間 12月1日（水）～平成23年2月28日（月）

国際交流演奏会
「チェコ少年合唱団
“ボニ・プエリ”
クリスマスコンサート」
日   12月11日（土）14時開演 場  新宿文化セ
ンター大ホール 料   全指定席１,０００円 ※未
就学児入場不可 Pコード  116-368 
問  文化交流課 ☎3350-1141

今回はスポーツ大好きスイリアンが昨年、一昨年とシティハーフマラソ
ンのボランティアに参加した片山さんにインタビューしました。

REPORT.03

新宿シティハーフマラソンボランティアの巻

スイリアン（以下ス）：ボランティアッテ、オモシロイデスカ？
片山さん：最初は面倒臭いなぁと思っていました。
ところが、参加してみると自分でもびっくりするくらい感
動しました。
ス：カンドー？ドンナトコロニ？
片山さん：ランナーの方が「ありがとう」と声をかけてくれ
るのです！！ランナー自身が大変な状況なのに、それでも
かけてくれる「ありがとう」の言葉は心に響きました。
ス：イッシュンノデアイダケド、ココロガカヨウノデスネ！
片山さん：ええ、ボランティアの間でも素敵な出会いはあ
りますよ！同じ給水所にとってもシャイな男の方がいまし
た。初めはなじめない様子でしたが、私たちが話しかけ
ると少しずつ打ち解けて、最後には「自信になった」と
話していました。
ス：スバラシイ！！イロンナドラマガアルノデスネ！
片山さん：お年寄りや、遠方から来た方、ランナーとして
出たかったけど断念した方など、さまざまな方と触れ合
えて、最高ですよ！！
ス：ヨーシ、ワレワレモタイケンシヨー！

〜シンジュクタンサホウコクショ〜

はじめてのバレエ（事前申込み）
昨年大好評だったバレエ教室が再登場!! 
対象    
①児童科：4歳から～就学前の児童  定員10名
②初等科:小学生以下 定員15名
③中等科:中学生以上 定員15名
④初心者大人のクラス:成人 定員15名
※いずれも多数抽選
※動きやすい服装（ジーンズ・スカート不可）で、裸
足もしくは靴下のままご参加いただけます。（バ
レエ用の服装・シューズをお持ちの方は着用して
ください。）
時間  
①10時 ～10時 45分  ②11時 ～12時
③14時 ～15時  ④15時 ～16時
場  新宿スポーツセンター2F（大久保3-5-1）
申  往復はがき、FAXまたはHPのいずれかにて、
記載例（右）のほか希望コースを記入し、学習・ス
ポーツ課へ 協  法元バレエスタジオ

弓道体験・色的大会
（有段者対象、事前申込み）

日 9時30分～12時30分 ※足袋か靴下
持参（素足不可） 申 区弓道連盟・小野田まで
☎3953-6007

はじめてのタグラグビー！
（当日先着順・事前申込みの方優先）
親子でねらえ、タグ＆トライ！
　誰でも安全に楽しめるラグビーです。
チームワークを体験し、運動能力とコ
ミュニケーション力を養います。

日  ①10時～12時　②13時～15時
場  戸山公園運動場（戸山3-2）
対 年長園児～小学6年生の子供と保護者 
※子供のみの参加も可能。
定員は①②とも40名（親子20組）
申  氏名（ふりがな）※親子で参加の場合は全
員の氏名、年齢（お子さんのみ）、午前の部・
午後の部いずれかを記入し、下記のメールアド
レスへ。gaa@n-o-s.co.jp　GAA（ゴールデン・
エイジ・アカデミー）担当：南
協  ゴールデン・エイジ・アカデミー

申込先
学習・スポーツ課、子ども・地域課、経営課、施設課
〒169-0072新宿区大久保3-1-2　
新宿コズミックセンター内　○○○課
学芸課、観光課
〒160-0008新宿区三栄町22
新宿歴史博物館内　◯◯課
文化交流課
〒160-0022新宿区新宿6-14-1　
新宿文化センター内

記事に申し込み先、
所 在 地 の 記 載
がある場合は、各 
あて先へ。

は、レガス新宿のホームページから申し込み可。

往復はがきには、返信用にも住所・氏名を書い
てください。
記事に特に記載のないものは、応募多数の場合、抽選です。

記入しない

申
込
先
住
所

申
込
先
名

往信（表） 返信（裏）

①講座名など
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話・FAX番号
⑤年齢
⑥性別

申
込
者
住
所

申
込
者
氏
名

返信（表） 往信（裏）

申込み記載例

各地区大会日程   
箪笥 11月21日（日） 牛込第一中学校
榎 10月31日（日） 早稲田小学校
四谷 10月17日（日） 四谷中学校
若松 10月17日（日） 余丁町小学校
大久保 10月31日（日） 大久保小学校
戸塚 10月24日（日） 戸塚第二小学校
落合第一 11月3日（水・祝） 落合中学校
落合第二 10月31日（日） 落合第三小学校
柏木 10月24日（日） 西新宿中学校
角筈 11月14日（日） 西新宿小学校
中央大会 12月12日（日） コズミックセンター
中央大会は、各地区大会で優秀な成績を収めた方が、
出場選手として推薦されます。

10月11日（月・体育の日）は
スポレクの日です！
※イベント詳細は10月5日号またはチラシをご覧ください。

誰でも
カンタン参加の
スポーツ大会

無料

無料

無料

頑張るよー!!

ありがとう！

モウスグ

ゴールデ
ス！

ガンバ
ッテー

！！

直前

コミュニティスポーツ大会 22年度 
バドミントン
バドミントンを楽しみましょう！
ワンランクアップを目指している
人にも役立つ教室です。

証券投資入門講座

戸山生涯学習館まつり

ライフアップ講座
「仏像の魅力を探る」

あなたの足にあった
快適な靴の選び方
〜消費者講座in新宿スポレク2010〜

Concert Information

●子育てにおける教育資金運用※託児付 ９月30日（木）10時～12時 コズミックセンター
●生活設計と金融商品～トラブル回避～ 10月２日（土）10時～12時 落合第5小学校
●株式投資入門①～投資を始めたい方へ～ 10月７日(木)19時～20時30分 西新宿中学校

協  NPOエイプロシス 申  電話（平日9時～17時）か受信可能なFAXがある場合はFAX 3209-1833で、
記載例（右）、参加希望講座名を記入し、学習・スポーツ課へ 
問  学習・スポーツ課 ☎3232-5121 ※託児は先着5名まで

日  10月15日（金）・18日（月）・22日（金）・25日（月）・
29日（金）の19時15分～21時　全5回 場  コズ
ミックセンター 大体育室 対  区内在住・在勤
の初中級者　60名 申  10月9日（土）必着。
往復はがきに講座名・住所（在勤者は勤務先）
氏名・年齢・性別・電話番号・経験の有無を記
載し、下記問合せ先へ
主  問  新宿区バドミントン連盟　飯塚直代
〒162-0052 新宿区戸山1-17-8　
☎･FAX  3203-5557　
Email  naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp

日  10月2日（土）・3日（日）10時～16時30分 場  戸山生涯学習館（戸山ハイツ11号棟1階）都営
地下鉄大江戸線「若松河田駅」（河田口）下車徒歩１０分／東京メトロ副都心線「東新宿駅」（B1エ
レベーター口）徒歩８分／都営バス（橋６３、宿７４乙、飯６２）「国立国際医療センター」下車 
３分 料  無料 内  舞台発表／体験･参加コーナー／展示コーナー／お茶席／縁日コーナー（カレー
ライス・やきそばなど） 問  戸山生涯学習館 ☎３２０７-１１８１

　天平から鎌倉時代の仏像鑑賞ポイント
を知ろう
日   10月14日（木）、21日（木）、28日（木）の
全３回、19時～20時30分 場  コズミックセン
ター３階会議室 講  金子典正氏（早稲田大学
講師） 対  区内在住・在勤・在学の方30名。

（多数抽選） 料  1,500円（全３回、初回に徴
収） 申  往復はがき、FAXまたはHPのいずれか
にて、記載例（右）のとおり、学習・スポーツ課
へ 締切  10月5日（火）必着 問  学習・スポー
ツ課 ☎3232-5121 FAX 3209-1833 

日   10月11日（月･体育の日）10時～12時30分
場   新宿スポーツセンター（大久保3-5-1） 
対   区内在住・在勤の方先着50名
協  アキレス株式会社 
申  9月20日（月・祝）から受付開始。電話（9時 
～17時）か受信可能なFAXがある場合は 
FAX  3209-1833で、記載例（右）のとおり記入

し、学習･スポーツ課へ
問  学習･スポーツ課☎3232-5121

第9回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン（2011年1月30日開催）
ボランティア募集中　申し込みは下記URLから

申  子ども・地域課 ☎3232-5121 URL: www.regasu-shinjuku.jp/?p=1425

初・中級者

フレッシュ名曲コンサート
「第九演奏会」

日  12月４日（土）15時開演 場  新宿文化センター
大ホール 出演  東京都交響楽団 金

キム・セイキョウ

聖 響（指
揮）ほか 料  一般４，０００円、区民割引３,５００円 
全指定席※区民割引は窓口販売限定（要住所の
わかる公的証明書）。※未就学児入場不可
Pコード 116-626 
問  文化交流課 ☎3350-1141

好評
発売中

好評
発売中

協 各地区大会実行委員会 申 各地区特別出張所
にて所定の申込用紙に記入し、申し込んでください。 
問  学習・スポーツ課 ☎3232-5121

種目  
①輪投げ　
誰でもカンタン！ 9個の輪を的に
入れよう 
★50歳以上の部 ★一般の部
②ユニカール　
冬に話題のカーリングを陸上
で行なう！ （画像参照）
③ビーチボールバレー　
ビーチボールを使った6人制バ
レー

もちろん、入場無料
（お茶席、一部コーナーは有料）
来て、見て、Let’s Enjoy!

申込はいずれも10月8日（金）必着です。

子育て･退職後･セカンドワーク…
さまざまなライフステージでの生活設計講座 


