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写真展 子ども未来講座

学芸員による
ギャラリートーク
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WORLD DANCE FESTA 2010

戦前編

日　時 10月3日（日） 　Ａコース10時～ 12時
Ｂコース14時～ 16時

会　場コズミックセンター
対　象区内在住・在学の小学生

各コース30名
申込み 9月21日（火）必着。往復はがきに

記載例（８面）のほか、希望コース・
学校名・学年を記入し、子ども・
地域課へ。ご自宅にFAXをお持ち
の方は FAX 3209-1833で
も申し込みいただけます

協　力 株式会社リコー
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

日　時 9月19日（日）まで　9時30分～
17時30分（入館17時まで）。毎週
土曜日20時まで開館（入館19時
30分まで）。休館日9月13日（月）

会　場新宿歴史博物館企画展示室
入場料 一般300円（常設展とのセット券

は500円）、団体割引20名以上で1
名150円、中学生以下無料

主　催公益財団法人新宿未来創造財団
共　催新宿区、新宿区教育委員会
後　援 小浜市、小浜市教育委員会
協　力日本通運株式会社

日本興亜損害保険株式会社
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 9月18日（土）11時
～ 18時（予定）

（入退場自由）

会　場新宿文化センター
主　催公益財団法人新宿未来創造財団
共　催新宿区
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 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）
会　場新宿歴史博物館　企画展示室
主　催公益財団法人新宿未来創造財団
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 10月16日（土）・23日（土）
14時（40分程度）

三代目新宿駅（昭和初期）

コピー機ってどんなし
くみ？

手作りコピーをしてみよう

■大ホール出演順
①かっぽれ新宿駒乃会（日本）②コンテンポラリーナティヤムカンパニー（イ
ンド）③モカ・エチオピア・ダンスグループ（エチオピア）④天空の舞い岡本
Malla有子＆ネパールソンギートに親しむ会（ネパール）⑤ムカール・ブダヤ

（マレーシア）⑥アフロアシェ（西アフリカ）⑦カポエィラ・テンポ（ブラジル）
⑧金順子韓舞楽芸術団（韓国）⑨、⑪ブンガ・クルタス（インドネシア）⑩ミッ
ターファンデイション（ミャンマー）⑫ゴンダブ＆ワテテメコ（ケニア・タン
ザニア）⑬ベリーダンスチーム　オアルーズ（エジプト及び中東地方）⑭なん
くるエイサー（日本）⑮新宿区民踊連盟（日本）⑯東京外国語大学フィリピン
民族舞踊団（フィリピン）⑰カダム・ジャパン（インド）⑱東京演舞隊（日本・
ブラジル）⑲アビナヤラボ（インド）⑳スタジオ　フローラ（スペイン）
ARGENTINE　TANGO　COMPANY　IMPERIO　CO.LTD.（アルゼンチン）

ナータラック・タイ舞踊団（タイ）
■小ホール・エントランス・会議室　出演団体
◇東京カロタセグ舞踊団（ハンガリー）◇すぺーす／ウエノアケミのオリエンタ
ルダンス（エジプトなど中東地方）◇ドゥタムラティ（インドネシア）◇トルコ
文化センター（トルコ）◇伝統芸かっぽれ美寿々会（日本）◇シリンゴル（モン
ゴル音楽）◇ギリシア研究会‘パレア’（ギリシャ）◇BIODANZA　JAPAN（チリ）

※出演団体・順番は変更になることがあります

無料

無料

　明治・大正・昭和と、めまぐるしい変化を遂げた新宿。「写真展　新宿風景」は
PARTⅠ（戦前編）、PARTⅡ（戦後編）と二回に分けて新宿の風景を紹介します。
PARTⅠは大きな変貌を遂げた新宿駅周辺にスポットを当てます。明治18（1885）年
の開設当時、新宿駅は町はずれの寂しい駅でした。大正から昭和にかけて、私鉄各
線の参入で東京西郊のターミナル駅へと成長するとともに、場末だった新宿駅前が“盛
り場”新宿へと発展していきました。このような街の変化を、今回初公開となる戦前の
新宿駅西口付近を描いた地図や絵はがきなどを加えながら、区内各地で写された戦前
の写真でたどります。ありし日の新宿風景をお楽しみください。

　約30万人の人口に対して1割以上の外国籍の方が暮ら
すまち・新宿。新宿未来創造財団では、多民族が共存す
る「多文化共生」を目指しさまざまなイベントを開催して
います。今年も昨年に引き続き、世界のダンス・パフォー
マーが集合し、皆さんに各国の文化を楽しんでいただけ
るイベント「踊りの祭典2010」を開催いたします。
　大ホールでは、終日世界各国の舞踊パフォーマンスを
披露。参加者も一緒に参加できるワークショップや台湾
茶芸体験、エスニックフードの屋台販売なども小ホール
やエントランスロビーで行います。
　世界の文化に触れることのできる踊りの祭典、9月18日
は新宿文化センターでプチ世界旅行をしてみませんか？

　普段何気なく使っているコピー機。でも、仕
組みについてはわからないことがいっぱい。コ
ピーができるまでのプロセスを実際に体験しな
がら、自分が描いた絵をコピーしてみよう！
　コピーの仕組みを学んだら、コピー機でゲー
ム大会。怪獣やヒーローの絵を描いて、コピー
機ＩＭＡＧＩＯの中でバトルだ！

出演団体※（　）内は舞踊国名

新宿風景PARTⅡ（戦後編）
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予定

杉田玄白筆「百鶴図」（複製）

新宿歴史博物館　特別展

「酒井忠勝と小浜藩矢来屋敷」
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2
日 ＝日時　場 ＝場所　対 ＝対象　定 ＝定員　料 ＝費用、参加費、入場料など　講 ＝講師　申 ＝申し込み　
持 ＝持物　内 ＝内容　購 ＝購入　展 ＝展示　主 ＝主催　共 ＝共催　協 ＝協力　連 ＝連携　問 ＝問い合わせ

募　集 ①明治公園　35団体
出展スペース：1ブース3.6×5.4ｍ（2×3間）以内、またはケータリングカー 1台
②国立競技場・場外エリア　10団体程度
出展スペース：1ブース3.6×5.4ｍ以内、2×3間テント出店のみ。飲食販売は禁止

参加料 明治公園1ブース20,000円～、国立競技場1ブース105,000円～、テントなどを借用す
る場合は実費負担

申込み 10月31日（日）必着。所定の申込書（コズ
ミックセンター窓口などに設置、HPより
ダウンロード可）を記入し、事務局へ
※応募多数の場合、新宿シティハーフマ

ラソン実行委員会事務局で、選考を行
うことがあります

問合せ 新宿シティハーフマラソン実行委員会事
務局　イベント・アトラクション担当：観
光課　☎3359-3729　FAX 3359-5036

お待たせいたしました！次号9月20日号にて、
いよいよ、ランナー募集の詳細を発表いたします！

ボランティア募集

夏期ボランティア活動のお悩み解消！

内容
講師

（東京日本語ボラン
ティア・ネットワーク）

9月11日
（土）

日本語学習支援
のひとつの方法
③

山形美保子

9月20日
（月・祝）

多文化共生社会
って？ 宮崎妙子

第9回
平成23年1月30日（日）

　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」ランナーをはじめ、さまざまな形での参加者を募集します。

　当初、9月上旬～中旬の受付開始を予定しておりましたが、コース調
整のため遅くなり申し訳ございません。大変多くのお問い合せをいただ
きご迷惑をおかけいたしますが、今しばらくお待ちいただきますようお
願い申し上げます。

　国立競技場をスタート・フィニッシュとする新宿シティハーフマラソンでは、隣接す
る明治公園などで開催するイベントの出店（展）を募集します！
　例年、新宿の特色を盛り込んだ、カラダもおなかもあたたまる各種出店や地場産
業の伝統工芸販売、関連地域の物産展、体験コーナーなど、おいしさ楽しさ盛りだ
くさんのこのイベント。今年も、皆さんの力で一緒にマラソン大会を盛り上げませんか？

　新宿区日本語教室をはじめとするボ
ランティア日本語教室に参加する意欲
のある方、ぜひこの講座を受講して活
動の輪に加わってください。

　日頃の活動で疑
問や悩みを感じるこ
とはありませんか？
ひとりで悩まずに、
仲間と一緒に問題
解決に取り組んでみ
ましょう。

　大会当日、沿道整理員や受付など、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。走らなくても参加はできます。こ
の大会にあなたの力を貸してください！

対　象講座終了後、新宿区日本語教室をはじめとするボランティア日本語教
室で活動する意欲がある方で、原則として全回出席可能な方　30名

参加料10,000円
申込み 電話または往復はがき、FAX 3350-4839で記載例（８面）のとおり記

入し、文化交流課へ
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 10月4日（月）～平成23年3月14日（月）の毎週月曜日
全20回（10月11日、1月10日、2月21日を除く）　18時30分～ 20時30分

会　場新宿文化センター　4階第1会議室
講　師 社団法人国際日本語普及協会（AJALT）所属教師

時　間10時～ 12時
会　場新宿文化センター

4階第1会議室
対　象 日本語ボランティア

として活動中の方　
各回30名

参加料1回500円

申込み 電話または FAX 3350-4839
で記載例（8面）のほか、所
属グループがある場合はグ
ループ名を記入し、文化交流
課へ。メールでの申し
込みも可

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

対　象16歳以上の方
時　間 7時50分集合、14時30分解散（予定）

※配置場所によって異なります
内　容 沿道整理員・受付・クローク係など

※記念Ｑuoカード・お弁当支給あり
申込み 11月26日（金）までに電話（20時まで）またはFAX 3209-1833で、氏名・年齢・性別・

郵便番号・住所・電話番号を新宿シティハーフマラソン実行委員会事務局にお伝えくだ
さい
※インターネットでの申し込みも可（http://www.regasu-shinjuku.or.jp/）

問合せ 新宿シティハーフマラソン実行委員会事務局　☎3232-5121

区民健康マラソン

イベント出店（展）募集

受 講 者 募 集

日本語ボランティア研修講座

日本語ボランティア養成講座

証券投資
入門講座

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

記号 テーマ 日時 会場 定員
J 株式投資入門③

新聞経済面の見方･読み方
10月21日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

K 11月20日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
L 株式投資入門④

会社情報の捉え方
11月4日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

M 11月27日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
N 株式投資入門⑤

株価の動きについて
11月11日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

O 12月4日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
P 株式投資入門⑥

昨今の経済情勢と投資
11月18日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

Q 12月11日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
R 株式投資入門⑦

投資の実際
11月25日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

S 12月18日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名

記号 テーマ 日時 会場 定員

A 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 60名

託児5名
B 生活設計と金融商品～トラブル

に巻き込まれないために～
10月2日（土）10時～12時 落合第五小学校 30名

C 10月16日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
D 退職後の生活設計と

資産運用
10月9日（土）10時～12時 落合第五小学校 30名

E 10月30日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
F 株式投資入門①～これから投資

をしてみたいあなたに～
10月7日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

G 11月6日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名
H 株式投資入門②

基礎知識とリスクについて
10月14日（木）19時～20時30分 西新宿中学校 30名

I 11月13日（土）10時～12時 コズミックセンター 90名

協　力特定非営利活動法人投資と学習を普及する会（NPO法人エイプロシス）
申込み 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（８面）のほか、参

加希望講座記号を記入し、学習・スポーツ課へ。託児希望の方は必ず電話にて申し込みください
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

 



☎03-3359-2131学芸課（新宿歴史博物館） ☎03-3232-5121学習・スポーツ課 ☎03-3232-5122子ども・地域課 ☎03-3350-1141文化交流課 ☎03-3359-3729観光課

3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。

10月11日（月・祝）
体育の日

ウェルカム・
ヒーローズ！

集まれ

一輪車大好き

小学生！

10╱16
（土）

★新宿区
水泳連盟創立
30周年記念★

■オリンピック・メダリスト
山本貴司選手の水泳教室
（右記に募集記事あり）
お魚気分でメダルをめざせ！

■レガス大相撲ランド2010
お相撲さんはデッカいぞ！

■ドナルドのドナレッチ
遊びの天才・ドナルド登場！

■アトムに会おう！
10万馬力の新宿未来特使！

スポーツが創る新宿の未来

山本貴司氏の水泳特別レッスン
スポレク　ドルフィン・チャレンジ！

レガス一輪車教室
～ユニサイクルでGO！

無料

　スポレク（スポーツ＆レクリエーション）はスポーツのEXPOです！各会場には、ご家族で楽しめるイベン
ト・アトラクションがいっぱい！スタンプラリーに挑戦して、うれしい景品をゲットしよう！おなかがすいた
ら、エントランス前のフード・ガーデンで一休み！

　10月11日（体育の日）はスポレクの日。コズミックセンターのプール
にオリンピック・メダリスト山本貴司さんがやってきます！

　コズミックセンター大体育室で一輪車の楽しさを満喫しませんか！
世界チャンピオン・境野シスターズの華麗な模範演技は必見です！

●親子参加大歓迎！
午前中のクラスは丁寧に教えてくれます。初めてのる人でも大丈夫！のれる人は
手をつないでグループ演技をしてみよう。保護者の方もお子様の補助役で参加
できます。

●超難度の技に挑戦！
もっと練習したい、うまくなりたい参加者のために午後は特別クラスがあります。
片足走行、タイヤのり、スピンなどにチャレンジしよう

☆山本貴司氏プロフィール
オリンピック・メダリスト。アトランタ、シドニー、アテネと3回
のオリンピックに出場し、アテネでは 200ｍで銀メダル、メド
レーリレーで銅メダル、また 2007年の世界競泳100ｍでは金
メダルを獲得。奥さまは元水泳選手の千葉すずさんです。

　区内で活動している自主活動団体の皆さんが区民
講座をプロデュースします。気になる講座に気軽にご
参加しませんか（各団体作成の募集チラシ集はコズミッ
クセンター、生涯学習館、地域センターにあります）。

●講座名╱団体名
①日時・回数
②対象・定員
③参加料（別途教材費など）
④申込み方法（往復はがき…A、FAX…B、財団ホームペー

ジ…C、団体ホームページ…D
⑤申込み締切日（必着）
※日時・会場など、都合により変更する場合があります

三栄町生涯学習館
●初級中国語会話講座╱中国語講習会
中国人ベテラン女性講師と楽しく勉強しましょう。レベル別
指導、検定対策等あります。
①10月9日～ 1月22日の土曜日（但し、10月30日、11月
6日、12月4日・25日、1月1日・8日を除く）入門13時～
15時　初級15時～ 17時　全10回②15名③全10,000円

（ほか教材費1,500円）④ABCD⑤9月24日（金）

赤城生涯学習館
●高齢者教養講座・金曜コース╱赤城新生二期会
初めての方でもわかりやすい講座です。時事健康問題、和
洋の歴史文化を学習しませんか。
①10月8日～ 2月25日の第2・4金曜日（但し12月は10日と
17日）13時30分～ 15時30分　全10回②40名（60歳以
上の方）③全3,000円④ＡＢＣ⑤9月21日（火）

住吉町生涯学習館
●中高年向けストレッチとジャズダンス╱Ｋ＆Ｋ
パッション

ヨガやピラティスで腰痛や更年期症状を和らげ、楽しく踊っ
て若返りを目指しましょう。
①10月12日～ 2月22日の第2・4火曜日（但し11月は9日・
30日、12月は14日・21日）　14時～ 16時　全10回②
15名（主に中高年女性の方）③全8,000円④ABC⑤9月
24日（金）

北新宿生涯学習館
●熟年料理教室╱かえで会
高齢者も男性も女性も一緒に料理を習いませんか。
①10月10日～ 2月27日の第2・4日曜日（但し12月は12
日と19日）13時30分～ 16時30分　全10回②24名（概
ね50歳以上の方）③全8,000円④AB⑤9月21日（火）

若松地域センター
●中国古典を通じて現代に生き方を学ぶ╱歴史に
学ぶ会

始皇帝・項羽・劉邦を中心に「史記」に学ぶ人間学。
①10月20日～ 2月16日の第3水曜日13時～ 15時　全5
回②23名③全2,500円④A⑤9月15日（水）

柏木地域センター
●リズミック・カンフー初心者コース╱リズミック・
カンフー柏木クラブ

骨盤整え、美人なカラダを手に入れる。きれいな姿勢を今
年中に自分のものに！
①10月7日～ 12月9日の木曜日　13時～ 14時　全10回
②15名③全3,000円④ABC⑤9月22日（水）

戸塚地域センター
●ストレッチ＆太極拳╱S.P.T.C下落合公園太極拳
倶楽部

運動による漢方薬、太極拳をご一緒にどうぞ。
①10月17日、11月7日、12月5日・19日、1月9日・16日、
2月6日・27日、3月6日・20日　いずれも日曜日9時30
分～ 11時　全10回②15名③全4,000円⑤ABC⑤9月30
日（木）
●新婦人新宿支部絵手紙交流会╱新日本婦人の会
新宿支部

いまから年賀状の準備をしませんか？初めての絵手紙でも
ステキに仕上りますよ。
①10月5日、11月2日、11月9日　いずれも火曜日　13時
30分～ 15時30分　全3回②20名③全1,500円④AB⑤9
月22日（水）

落合第二地域センター
●一般教養講座「木曜午後コース」╱木曜会
気軽に講座に参加してみませんか。初めての方も関心のあ
るテーマ・講師を受講できます。
①10月14日～ 2月24日の第2・4木曜日（但し12月は9日・
16日）13時～ 15時　全10回②25名（55歳以上の方）③
1回500円④ABCD⑤9月30日（木）
●古典文学「高齢者教養講座」╱二四木会
平安文学（更級日記）を精読し高齢者として生涯学習を目指
し生き甲斐の糧にします。
①10月14日～ 2月24日の第2・4木曜日　10時～ 12時
全10回②21名（概ね60歳以上の方）③1回500円④A⑤9
月28日（火）

四谷ひろば
●親子陶芸教室╱NPO 法人市民の芸術活動推進
委員会

親子で陶芸を楽しみます。単独参加も可。初心者歓迎！
①10月3日～ 2月20日の第1・3日曜日（但し、1月は9日・
23日）　10時～ 12時　全10回②45名（5 ～ 70歳）③1
回300円（他材料費1回500円）④A⑤9月27日（月）

元気館
●居合道に親しむ集い╱新宿居合道を楽しむ会
動く座禅と言われる日本の伝統武道「居合道」を体験してみ
ませんか。
①10月23日～ 3月12日の第2・4土曜日（但し1月は22
日のみ）　9時～ 12時　全9回②20名（16歳以上の健康
な方で正座からの立ち振舞いのできる方）③全3,000円

（他教材費全200円）④ABC⑤10月8日（金）

日　時 10月11日（月・祝）　①13時～ 14時②14時30分～ 15時45分
会　場コズミックセンター　B1階プール
対　象バタフライを25ｍ以上泳げる泳力のある方。区内在住・在学の方優先

①小・中学生、②高校生以上　各定員30名　※多数抽選
申込み 9月23日（木・祝）必着。往復はがきに記載例（8面）のほか、①②いず

れかを記入し、学校名・学年を記入し学習・スポーツ課へ。受信可能
なFAXがある場合はFAX 3209-1833へ

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121
※見学者大歓迎！当日、各回先着100名までプールサイドでレッスンを

ご覧になれます。開始時間の30分前から入場整理券をお配りします

日　時 10月16日（土）
①レガス一輪車教室A　9時～ 10時15分
②レガス一輪車教室B　10時45分～ 12時
③特別クラス　13時～ 15時（ただし、①または②のクラスに参加し
た方）
※境野智美・友香姉妹の模範演技+牛込一輪車クラブの演技披露　
10時20分～ 10時40分　※昼休み中は自由練習可能　

会　場コズミックセンター
参加料 500円
対　象小学生（区内在住・在学の方優先）　50名（①②共通）
申込み 9月26日（日）必着。往復はがきに①②のいずれかの参加希望時間（両

方参加も可）、身長、一輪車持ち込みの有無を記入し、住所・氏名・
年齢・学校名・学年を記入し学習・スポーツ課へ。受信可能なFAX
がある場合はFAX 3209-1833へ
※レンタル一輪車は数に限りがあり、ご利用出来ない場合があります

協　力牛込一輪車クラブ
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

開催時間9時30分～ 16時30分
会　場コズミックセンター

新宿スポーツセンター
戸山公園　ほか

※詳細はOh!レガス新宿ニュース
10月5日号・区内施設で配布の
パンフレットをご覧ください

対　象区内在住・在勤の方
申込み 各講座申込締切日必着。往復はがきに記載例のほ

か、希望講座名を記入し、学習・スポーツ課へ

秋の草花を彩る

ガーデニング体験会 受講生募集！区民プロデュース講座

この秋から新しいこと始めてみませんか

場コズミックセンター　プラネタリウム
問 学習・スポーツ課　☎3232-5121　※途中入退場不可

太陽系の旅と秋の星空

星空コンサート

　秋の星空解説のほか、宇宙船に乗って太陽系を航海し、惑星探
査機の成果を巡りましょう。アンドロメダ姫のお話もあります。
日　時 9月11日（土）・19日（日）・25日（土）、10月1日（金・都民の日）

各日10時30分･13時30分・14時50分開始
定　員先着150名
参加料いずれも開演30分前から8階にて受付。高校生以上300円、中

学生以下無料

　9月といえばお月見!今年は尺八コンサートをお届します。輝く月
を見上げながら土井啓輔氏の凛とした音色をお楽しみください。
演　奏尺八　土井啓輔
日　時 9月17日（金）　18時30分開場　19時開演

　10月はビブラフォンジャズトリオがシネマミュージックを中心に
お届けします。
演　奏Tap Room Swing Trio

ビブラフォン　加藤亜依、ギター　阿部寛、ベース　加藤人
日　時 10月30日（土）　13時30分開場　14時開演

 ①尺八奏者土井啓輔お月見コンサート

②ジャズで彩るシネマミュージック

定 先着140名料1席1,500円※未就学児入場不可申9月5日（日）
より入場チケット発売（①は発売中）。土日含む毎日9時～ 21時に
電話予約か、コズミックセンター窓口または文化センター窓口で
直接チケットをご購入ください。先着順。電話予約の方は、1週間
以内にコズミックセンター窓口で料金をお支払いください。期日を
過ぎた場合は自動的にキャンセルとなります

　グリーンアドバイザーの指導により草花の上手な育
て方などの植物の基礎知識を学習し、彩り豊かな秋の
草花を使って「魅せる飾り方」の実習を行います。

●新宿歴史博物館（三栄町22）9月28日（火）　10時～ 12時30分
趣ある中庭や、人が集まる玄関前を彩ります。
講　師田中龍二氏

●大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）　10月8日（金）　10時～ 12時
イングリッシュガーデンの専門家のアドバイスにより、秋の草花を彩ります。
講　師 渡辺さくら氏

この秋から新しいこと始めてみませんか

対　象区内在住・在勤の方優先　各30名
参加料 各回500円（直接会場にて徴収）
申込み 9月20日（月・祝）必着。往復はがきまたはFAX 3209-1833で記載

例（8面）のほか、参加希望会場（両方でも可）を記入し、学習・スポー
ツ課へ

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121
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区民総合体育大会

都の西北
早稲田の博物館めぐり

建物ウォッチング 講座
歴史・文化探訪

日　時 10月1日（金）　9時～ 13時30分（終了時間は前後する場合があります）
集　合高田馬場駅前ロータリー（当選者には地図送付）
対象・定員 区内在住・在勤・在学の方　45名（多数抽選）
参加料 400円　※昼食代別途実費600円～ 1,000円程度（特別割引あり）
コース（予定）高田馬場駅→神田川遊歩道→面影橋→東京染ものがたり博物館→甘泉園→早稲田大学坪内博士記念演劇博物館→

早稲田大学會津八一記念博物館→穴八幡宮→早大名物お昼の「ワセメシ」体験　ほか
協　力早稲田大学周辺商店連合会
申込み 9月20日（月・祝）必着。往復はがきまたは返信可能なFAXある場合はFAX 3359-5036で、記載例（8面）のとおり

記入し観光課へ
問合せ 観光課　☎3359-3729

日　時 10月16日（土）、11月13日（土）、12月11日（土）　13時30分～ 15時
会　場コズミックセンター　５階中研修室
対　象区内在住・在勤・在学の方　60名
参加料 全3回　1,200円
持ち物日本鉄道旅行地図帳
講　師田中比呂之氏（新潮社、「日本鉄道旅行地図帳」企画編集者）
協　力
申込み 9月25日（土）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合

FAX 3209-1833で記載例（８面）のとおり記入し、学習・スポーツ課
へ。※講師へ聞いてみたいことがある場合はあわせてご記入くださ
い

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

会　場コズミックセンター　３階大会議室
定　員 60名（多数抽選）
参加料 5回連続2,000円（資料代・見学料込）
申込み 9月24日（金）必着。往復はがきに記載例（8面）のとおり記入し、学

芸課へ※はがき1枚につき1名
問合せ 学芸課　☎3359-2131

　詳細はコズミックセンター、スポーツセンター、新宿文化センターで配布中の
各競技要項をご覧ください。

申込み 要項にとじ込みの申込書（コズミック
センター HPよりダウンロード可）に
記入のうえ、参加料を添えて直接コ
ズミックセンター窓口へ（柔道、卓球、
少林寺拳法、空手道、なぎなた、ライ
フル射撃、ゴルフを除く）
※代表者会議がある場合、原則必ず
出席のこと。欠席の場合は棄権となり
ます

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121
協　力区体育協会

定　員 80名（多数抽選）
参加料 400円
解　説新宿歴史博物館史跡ガイドボランティア

東京専門学校（現早稲田大学）
明治20年
新宿歴史博物館蔵

※いずれも13時～ 15時。見学会は現地集合

日 時 9月26日（日）　9時～ 12時
予定見学地 コズミックセンター 1階ロビー（集合）→学

習院旧正門→学習院女子大学→日本館→宏
明館→インド大使館邸→水稲荷神社→甘泉
園（解散）（約3km）

日 時 10月9日（土）
９時～ 12時

予定見学地 豪徳寺駅（集合）～世田谷八幡宮～勝光院（吉良家
墓）～豪徳寺（井伊家墓）～世田谷城跡～松陰神
社～代官屋敷（解散）（約４km）

参加者・チーム募集！

　神田川が流れる学生の街・早稲田。まちの記憶をひも解
きながら、学園都市ならではの魅力的な博物館をめぐってみ
ませんか？
　博物館めぐりのあとは、学生街の食堂の名物メニュー（通
称“ワセメシ”）も体験。早大生に代々愛され続けるお店の
味も楽しめます。

　今回は普段の史跡めぐりとは違い、近代建築を訪
ね、高田馬場から早稲田地区を中心に、新宿の建
造物の歴史的背景や趣きを感じるまちあるきです。
なかでも、通常は立ち入ることのできないインド大使
館邸を見学できるなど見所満載！お友達を誘って、ふ
るってご応募ください！

　世田谷区には、幕末の志士を育てた吉田松陰を祀った松
陰神社、大老井伊直弼の墓、
世田谷吉良家の墓地など興
味深い史跡が存在します。
それらの史跡をめぐり幕末の
歴史を探訪しませんか。

　新宿区内の歴史的建造物を中心に建物の起源や歴史、建築
物の見方・楽しみ方を現地見学をまじえて学びます。身近にある
建物を通して、新宿のまちの魅力を再発見をしてみませんか。

①第5回　近代建築をたずねて ②第6回 幕末を知ろう─世田谷の史跡

開講日 内容（仮題・予定） 講師または集合場所

①10月2日（土）
建築の起源と歴史（現代建
築まで）

講師：早稲田大学教授
中川武氏

②10月9日（土）
早稲田大学キャンパスツ
アー

集合場所：
大隈講堂前（予定）

③10月16日（土） 洋風建築と現代建築の見方 講師：ものつくり大学講師
佐々木昌孝氏

④10月23日（土） 新宿御苑内探訪 集合場所：
新宿門前（予定）

⑤10月31日（日） 寺社建築と民家建築の見方 講師：早稲田大学助手
山岸吉弘氏

少林寺拳法
日10月3日（日）　9時～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4月1
日現在15歳以上の方、または区少林寺拳法連盟
登録者種目 男子個人、女子個人：3段以上の部、
初・2段の部、級・見習の部、単演（有段の部、級・
見習の部）料1名200円申9月6日（月）～ 24
日（金）までに、申込書と参加料を添えて、現金
書留で、区少林寺拳法連盟　小林裕昌（〒153-
0051目黒区上目黒4-12-6-101）まで

卓　球
日10月24日（日）場新宿スポーツセンター（大
久保3-5-1）対 区内在住・在勤の方料1チーム
1,200円申9月5日（日）～ 10月5日（火）の9時
～ 17時までに、申込書に必要事項を記入のう
え、参加料を添えて区卓球連盟事務局（国際卓
球㈱高田馬場店　新宿区高田馬場1-27-18和光
ビル1階）に直接持参

なぎなた
日9月26日（日）　9時15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4
月1日現在15歳以上の方、または区なぎなた連
盟登録者料1名200円（別途連盟経費1,000円）
申9月11日（土）必着。往復はがきに参加種目、
住所（在勤者は勤務先名称・住所）、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入の上、区なぎなた連盟・
射手矢知子まで郵送（〒169-0072新宿区大久
保1-3-8）

ライフル射撃
日10月11日（月・祝）　9時～場中央区立総合
スポーツセンター（中央区日本橋浜町2-59-1）
対 銃砲所持許可証を持つ、区内在住・在勤の
16歳以上の方または、区ライフル射撃連盟登録
者種目 エアーライフル、ハンドライフル、エア
ピストル料1名200円（別途使用料1,300円）申
9月6日（月） ～ 10月10日（日）までに、区ライフ
ル連盟　河田まで☎090-4915-3517にて

ゴルフ
日10月31日（日） 場浅見カントリー倶楽部（水
戸市杉崎町1916-1）対 区内在住・在勤の4月1
日現在15歳以上の方、または区ゴルフ連盟会員
種目 個人競技（男子・女子総合）料1名200円（別
途プレー料等18,000円）申9月6日（月） ～ 10
月9日（土）までに、区ゴルフ連盟　柳澤まで☎
090-4915-3517、葉書・直接（〒162-0056新
宿区若松町28-5　公和ゴルフセンター内）にて

ダンススポーツ（社交ダンス）
日11月7日（日）　9時～場コズミックセンター
対 区内在住･在勤者または区ダンススポーツ連
盟会員でアマチュアの方種目 1、初級戦　ワル
ツ╱2、初級戦　ルンバ╱3、3・4級相当戦　タ
ンゴ╱4、3・4級相当戦　チャチャチャ╱5、1・
2級相当戦　スロー╱6、1・2級相当戦　サンバ
╱7、B・C・D級相当戦　タンゴ・スロー╱8、
B・C・D級相当戦　サンバ・チャチャチャ料
1名200円（複数種目出場可）申 9月6日（月）～
10月24日（日）までに、申込書と参加料を添え
て、現金書留で、区ダンススポーツ連盟・宮原
教子（〒169-0075新宿区高田馬場4-35-13カル
ムB101号）まで

柔　道
日11月7日（日）場新宿スポーツセンター（大久
保3-5-1）対区内在住・在勤・在学の小学生以上
の方。または区柔道会登録者種目 男子：無段（A・
B）、初段（A・B）、二段、三段　╱女子：無段、有
段（A・B）╱上記ほか、小・中学生（A・B）同時
開催（詳細は下記申込先まで）料1名200円（別途
連盟経費一般800円、中学生以下500円）申9月
6日（月）～ 9月25日（土）までに、申込書と参加
料を添えて、現金書留または、持参で区柔道会松
本洋二（〒112-0012文京区小石川5-33-6）まで

空手道
日10月24日（日）　9時30分～場コズミックセ
ンター対区内在住・在勤の4月1日現在15歳以

上の方、または区空手道連盟登録者種目 組手・
形╱男子・女子╱高校生・シニア・一般有級・
一般有段╱※シニアは男子40歳以上、女子35歳
以上、╱※形のシニアは男女混合料1名200円

（別途連盟経費1,300円）申9月6日（月）～ 25
日（土）までに、申込書と参加料を添えて、現金
書留で、区空手道連盟　石橋克彦（〒161-0033
新宿区下落合3-21-18）まで

弓　道
日10月17日（日）　9時30分～場コズミックセン
ター対区内在住・在勤で、4月1日現在15歳以上
の方。または区弓道連盟登録者種目 1部（三段以
下）、2部（四段・五段）、3部（称号者）料1名200
円（別途連盟経費1,000円）申9月6日（月）～ 10
月４日（月）必着。コズミックセンター窓口または
区弓道連盟（弓道場内の申込書に記入、または☎・
FAX3378-1479で区弓道連盟田島）まで

申込み ①9月17日（金）、②9月28日（火）必着。往復はがきに記
載例（8面）のほか同伴者（2名まで）の氏名、年齢を記入
し、学芸課へ

問合せ 学芸課　☎3359-2131

新宿ぶらり

散歩塾

　経験豊富な地域団体のガイドさんとともに、新宿の隠れた魅力を探しに出
かけませんか？
　まち歩きツアーはコース、日程、時間を自由に組み立てるオーダーメイド型ま
ち歩きです。ご希望を観光課までお知らせください。日程調整のために、数日
かかることがあります。コースの詳細などについては問い合わせを。
※参加の際は、資料代などの実費がかかります（10名まで4,000円～

6,000円程度）

申 希望日の10日前までに「新宿ま
ち歩きガイド申込用紙」（新宿歴史
博物館、コズミックセンターなど
で配布）に必要事項を記入し、FAX
3359-5036で観光課へ
問 観光課　☎3359-3729

あなただけのプランで新宿再発見！ 新宿まち歩きガイドツアー

お昼の「ワセメシ」体験付！
ありそうでなかった！
日本鉄道旅行地図帳秘話
～企画編集者が語る
知ってるようで知らない
列車の歴史～

　乗り鉄も地図鉄も寄っとい
で！鉄道地図をひも解きなが
ら、地図に潜む秘密や鉄道
の歴史を楽しみましょう。

区民ハゼ釣り大会
日9月19日（日）　5時45分　※新宿駅西口な
ど区内各所集合場 千葉県木更津～富津方面

（雨天決行・強風荒天中止）対区内在住・在勤・
在学の方　50名（中学生以下は成人の同伴必
要）料中学生以上4,300円、小学生以下2,000
円（往復バス代、保険料など含む）当日集金。
えさは各自で用意。貸し竿、参加賞あり申9月
14日（火）必着。記載例（8面）のほか、貸し竿
希望の有無を記入し、区釣魚会連盟　福本（☎
3203-6516・FAX 3203-6506）へ



☎03-3359-2131学芸課（新宿歴史博物館） ☎03-3232-5121学習・スポーツ課 ☎03-3232-5122子ども・地域課 ☎03-3350-1141文化交流課 ☎03-3359-3729観光課

5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。

　9月26日に東京武道館で行われる全日
本選抜少年柔道大会に、スポーツセンター
で活動する新宿区柔道会少年部チームが
初出場します！
この大会は全国で32
チームのみが出場できる
夢の舞台。新宿チームは
最激戦地区の関東予選
を勝ち抜いて、東京勢で
は史上６チーム目の出場
を決めました。夢の舞台で

「がんばれ新宿っ子！」
問 区柔道会・古田　☎080-3009-1799

　日本の伝統芸能である吟詠・剣舞・詩舞を学
習されている方、日頃の成果を発表しませんか。

区柔道会少年部が
全国大会出場！！
がんばれ新宿っ子！

生涯学習フェスティバル
吟剣詩舞のつどい出演者募集

日 11月28日（日）　11時開演 場 四谷区民ホー
ル（内藤町87）対 区内在住・在勤の方申 9月30
日（木）必着。電話（平日9時～ 17時）、受信可能
なＦＡＸがある場合 FAX 3209-1833 へ記載例

（8面）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

　保険について、「損害保険
や生命保険、個人年金保険な
ど種類も多いし、よく解らない」

「自分に合っているか疑問」と
いう方も多いのではないでしょう
か。保険とはどういうものか自
分に必要な保障は何かを知り
保険を見直すことで、自分にあ
った保険を賢く選びましょう。

日 9月25日（土）　10時～11時50分場 コズミックセンター
対 区内在住・在勤の方　各コース先着50名　Aコース：子
育て世代（20 ～ 40代位）、Bコース：ミドル～シルバー世
代（50代以降）　※生後６カ月～未就学児に限り、先着15名
まで無料託児協 NPO法人くらしの経済サポートセンター
申 9月6日（月）から受付開始。先着順。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（8面）のほかA・Bコースのどちらかを記入し、学習･
スポーツ課へ。託児希望の方は必ず電話にて申し込
みください問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

知らなきゃ損!その保険あなたの
ライフステージにあっていますか？

賢い保険の選び方講座

無料

託児つき

　少人数制であなたの上達をサポートします。楽
しく練習して、いい汗流そう！

　最近女性に大人気！世界でも31カ国に普及
している少林寺拳法。相手を倒すためのもので
はなく、自己を磨き、身を守るための拳法です。
　健康的な体づくりや、運動を始めるきっかけに
も最適！講師の丁寧な指導で、初めてでも安心
してご参加できます。お気軽にご参加ください。

　ヨガ、ピラティスに続く、今話題のエクササイ
ズ。背骨を軸としたゆっくりとした動きと呼吸を
組み合わせた運動により、肩こりの改善、美し
い姿勢やしなやかなボディライン作りを目指し
ます。（椅子を使用しておこないます）

　1日の終わりを、ゆったりと身体を動かすピラ
ティスで締めくくりましょう。好評につき追加開
催！

日 9月29日～11月24日（但し11月３日を除く）
毎週水曜日　12時30分～13時30分料 全8回　
3,200円（欠席時の返金なし） 講 三守由起氏（水・
健康ストレッチほか担当講師）

日 10月4日～12月6日（但し10月11日と11月8
日を除く）の毎週月曜日　14時15分～15時15分
料 全8回　3,200円（欠席時の返金なし）講 あか
り氏（レガスポ！登録講師）

日 10月7日～12月9日（但し11月25日を除く）
の毎週木曜日　20時30分～21時30分料 全9回
3,600円（欠席時の返金なし） 講 山本行宏氏（火･
ピラティス担当講師）

日 午前クラス：10月1日（金）・4日（月）・8日（金）・
15日（金）・18日（月）・22日（金）　10時～12時
場 コズミックセンター対 区内在住･在勤の方　
各クラス15名料 全6回　3,200円（下がけ代含
む）協 区弓道連盟申 9月20日（月・祝）必着。往復
はがきに記載例（8面）のほか、希望クラス･弓道歴
を記入し、学習・ スポーツ課へ問 学習･スポーツ課
☎3232-5121

日 10月7日～10月28日の木曜日　午前クラス：
10時30分～12時、昼クラス：13時30分～15時、
夜間クラス：19時～20時30分場 コズミックセ
ンター対 区内在住･在勤の方　各クラス10名料
全4回　2,000円当落 返信はがき送付、9月30日

（木）コズミックセンター窓口へ掲示　※電話で
の問合せはご遠慮ください協 区卓球連盟申 9月
26日（日）必着。専用申込書（窓口備付）または往復
はがきに記載例（8面）のほか、希望クラス･卓球歴
を記入し、学習・ スポーツ課へ　※1応募1クラス
のみ。返信希望の場合、必ず往復はがきで申し込み
問 学習･スポーツ課　☎3232-5121

日 10月24日（日）･30日（土）･31日（日）、11月７
日（日）　全4日　予備日：11月13日（土）・14日

（日）　※雨天順延場 戸山多目的運動広場（戸山
3-2）対区内在住・在学または区少年サッカー連
盟登録チームで、1部（6年生以下）、2部（4･5年生
以下）、3部（3年生）計 50チーム　※ただし、3部
において3年生だけでチームを構成できない場
合のみ、2年生の参加可申 9月6日（月）から10月
４日（月）までに、コズミックセンター窓口（９時
～17時）備え付けの申込書（財団ＨＰよりダウン
ロードも可）に記入し、参加料を添えて財団窓口
へ。先着順 代表者会議 10月15日（金）　19時～
コズミックセンター　3階大会議室問 学習･スポー
ツ課　☎3232-5121

日 10月16日・23日の土曜日　10時～ 12時場
コズミックセンター対 区内在住･在学・在勤の
方　20名料 全2回　1,000円協 区少林寺拳法
連盟申 10月3日（日）必着。往復はがきに記載例

（８面）のほか、スポーツ経験の有無を記入し、学
習・スポーツ課へ問 学習･スポーツ課　☎
3232-5121

場 新宿スポーツセンター　第二武道場（大久保
3－5－1）対区内在住・ 在学・ 在勤の方料 全6
回　3,000円申 9月30日（木）必着。往復はがき
に記載例（8面）を記載し、区なぎなた連盟・射手
矢知子（大久保1-3-8）へ主催・問合せ 区なぎな
た連盟・射手矢　☎3200-9912

②ジャイロキネシス

③ゆったりピラティス・シーズンⅡ

　初めての方でも気軽にご参加いただけるゆった
りとしたヨーガです。心も体もリラックスしましょう！

①ベイサイドウォーク　京浜運河緑道公
園から旧東海道へ　約10km
天王洲アイルから京浜運河沿い、新浜川橋を
通って、立会川・坂本竜馬像を、そして旧東海
道を北上します。

②外濠公園から北の丸へ　約8km

③いきいきウオーク新宿　約5km
短い距離をゆっくり歩くウォーキングです。普段
歩きなれない方、是非参加ください。

日 9月7日（火）　受付8時40分～ 9時、解散予
定12時頃 集合 JR 線品川駅　中央改札・港南
口 解散 JR 山手線　大崎駅前問 NPO 法人新
宿区ウオーキング協会　☎090-3217-4109

日 9月15日（水）　受付8時40分～ 9時、解散
予定11時30分頃 集合 四谷見附公園（JR 中
央線、地下鉄南北線・丸の内線　四谷駅　徒歩
5分）解散 四谷見附公園問 学習・スポーツ課
☎3232-5121

日 9月29日（水）　受付9時30分、解散予定11時
30分頃 集合 新宿スポーツセンター前（JR山手
線　高田馬場駅、 地下鉄副都心線　西早稲田駅
　徒歩8分） 解散 戸山公園　箱根山地区（東西
線　早稲田駅　徒歩8分） 問 健康推進課健康事
業係（第2分庁舎分館1階）　☎5273-3047

レガスポ！ ２０
①癒しのヨーガ

学　習

スポーツ

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

場 パソカレッジ高田馬場（高田馬場駅徒歩1分）
対 区内在住･在勤・在学の方優先　各コース13
名時 いずれも10時～16時30分、テキスト代別
申 CDコースは9月15日（水）、それ以外は9月20
日（月・祝）必着。往復はがき、FAX 3209-1833
で、記載例（8面）のほか希望コースを記入し、学
習・スポーツ課へ。多数抽選。最少催行人数7名
問 学習・スポーツ課　☎3232-5121　※次号では
オリジナル年賀状の作成を学べる講座も掲
載予定です※1人1台PC使用

10月13日（水） 13時～ 15時
または19時30分～ 21時

10月16日（土） 9時30分～ 11時30分
10月18日（月） 19時30分～ 21時

10月20日（水） 13時～ 15時
または19時30分～ 21時

10月23日（土） 9時30分～ 11時30分

10月27日（水） 13時～ 15時
または19時30分～ 21時

土曜日はパソコン講習デー
マウスってなに？という超初心者から、

パワーポイントやホームページ作成まで

　WindowsXP、WindowsVista対応。超初心者
でもわかりやすく安心。ノートパソコンなら持込み可
能。難易度を☆（初級）～☆☆☆（応用）で表記。

場コズミックセンター対 区内在住･在勤で、医師
から運動制限をされていない方　各30名（多数
抽選、最少催行20名）申 ①9月20日（月・祝）②
③９月25日（土）必着。往復はがきに記載例（8
面）のとおり（在勤の場合は勤務先･勤務
先住所も）記入し、学習･スポーツ課へ
問 学習･スポーツ課　☎3232-5121

料 400円（③のみ無料）持 運動しやすい服装
（スカート禁止）･運動靴で、手が自由になるよ
うに。飲み物･帽子･雨具などは各自でご用意
ください申 当日会場に直接集合　雨天決行

第76回なぎなた初心者教室
なぎなたは無料で貸し出します！

動きやすい服装でご参加ください初心者弓道教室

初級卓球教室　10月コース！

参加チーム大募集
小学生サッカー大会

初めてでも、親子でも
少林寺拳法「お試し」講座

☆☆エクセルはじめて基礎まるわかり
C　９月25日　全１回　5,000円（先着2名）
☆☆☆もっとワードを活用してみよう
D　10月2日　全１回　6,000円
☆☆☆エクセルしっかりマスター応用編
E　10月30日　全１回　6,000円
☆☆☆パワーポイント一日でまるわかり
G　10月16日　全１回　6,000円
☆☆☆ホームページを作ってみよう
H　10月9日　全１回　6,000円
☆☆☆インターネットでツイッターにも挑戦
I　 10月23日　全１回　6,000円（先着5名）

　丁寧な指導で初めてでも安心！この機会に日
本の伝統武道・弓道を体験してみませんか？激
しい動きがないので、気軽に運動できます（弓具
の無料貸し出し有。11月には、 夜間コース（火・
木）を開催します）。

無料

　情報提供として皆さまにお楽しみいただい
た「キネマ旬報」「Number」など雑誌のバッ
クナンバーをご自由にお持ちいただけます。
先着順で無くなり次第終了です。どうぞお早
めに！

　施設改修工事のため休館中の西戸山
生涯学習館において、天井に新たなアス
ベストが見つかったため、追加除去工事を
行うことになりました。このため休館期間を
以下のとおり延長させていただきます。
　ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけ
し申し訳ございません。ご理解・ご協力を
お願いします。

早いもの勝ち！
雑誌バックナンバーを

ご自由にお持ちください♪

西戸山生涯学習館
工事休館延長
のお知らせ

日 9月6日（月）より。無くなり次第終了場
コズミックセンター 1階特設コーナー問 学
習・スポーツ課　☎3232-5121

施設 西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）
休館期間 休館中～ 12月3日（金）問学習・
スポーツ課　☎3232-5121

　７月24日（土）
～7月29日（木）の
間、4日間にわたり
連日白熱した試合
が繰り広げられた
中学生野球大会。
今年度の大会結
果は下記のとおりです。
優　勝　オール落合A
準優勝　新宿NSCオールナインA
3　 位　ペガサスボーイズ、成城中学校

問 学習･スポーツ課　☎3232-5121

おめでとうございます
新宿区中学生野球大会

結果報告

文化の
祭　典 作品募集 締切間近！

新宿区生涯学習フェスティバル

　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 象 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・締切日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送付

会場・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 合 せ学習･スポーツ課　☎3232-5121



6
日 ＝日時　場 ＝場所　対 ＝対象　定 ＝定員　料 ＝費用、参加費、入場料など　講 ＝講師　申 ＝申し込み　
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ブリテン作曲／
『戦争レクイエム』

合唱団参加者追加募集

フレッシュ名曲コンサート
「第九演奏会」

ランチタイムコンサート

新宿ユース・
ブラスフェスティバル2010

日　時 10月20日（水）　14時30分開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団アンサン

ブル、箕輪健太（指揮）、嶋﨑裕美（司会＆ソプラノ）
曲　目 映画「ライムライト」～エターナリー、虹の彼方に、

サウンド･オブ･ミュージック・メドレー　ほか
料　金 子ども（４歳～小学生）500円、中学生以上1,000円

（全指定席）。乳幼児は入場不可。お子さんは静かにご
鑑賞いただけることが条件となります。チケットぴあ
Pコード113-304

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 9月16日（木）　12時15分～ 45分（途中入退場自由）
※3歳未満入場不可

会　場新宿文化センター　大ホール
出　演オルガニスト　高橋博子（専属オルガニスト）
予定曲 J.ラングレ作曲　灰の主日／『3つのグレゴリオ聖歌の

パラフレーズ』より“死と復活”“アヴェ・マリア、めでた
し海の星よ”“テ・デウム”ほか
※曲目は変更になることがあります

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 12月4日（土）　15時開演（17時終演予定）
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演東京都交響楽団、金聖響（指揮）、國光ともこ

（ソプラノ）、谷口睦美（メゾ・ソプラノ）、福井
敬（テノール）、与那城　敬（バリトン）、東京
オラトリオ研究会、新星合唱団、所沢バッハ・
アカデミー、横浜モーツァルト・アカデミー

料　金一般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。購入の際は、住

所のわかる公的機関発行の証明書をご持参
ください。未就学児入場不可。チケットぴ
あPコード116-626（9/8より）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

※日程・内容につきましては変更になる場合があります
※主催公演入場券購入方法は、8面をご覧ください

千人の交響曲

9月７日（火）より
発売開始！！

入場
無料

　来年 3月に、オーケストラ、声楽家と共演す
る合唱団員を募集します。今年の演目は、文化
センターでは初演となる『戦争レクイエム』です。
半年間、プロの指導をしっかり受けて、一緒に
新宿文化センターの舞台に立ちましょう！

　映画音楽、ＣＭ・ＴＶのクラシック音楽からオリンピッ
クをわかせたあの名曲まで。誰もがきっと耳にした美
しい音楽を心ゆくまで…

　好評の昼時コンサートです。心も
軽やかになる午後のひとときを新宿
文化センターでお過ごしください。

　年末の恒例行事ともいえるベートーヴェン
「第九」。これを聴かなければ年を越せないと
おっしゃる方も多いのではないでしょうか？年
末には少し早いですが、二期会の名歌手と金
聖響率いる東京都交響楽団、そして実力派揃
いの合唱団が今年も新宿文化センターで「歓
喜の歌」を奏でます！どうぞ心ゆくまでご堪能
ください。

　パイプオルガンの音色が、幻想の世界へいざないます。

　今年も吹奏楽の若きマイスターたちが新宿文化センターのステージに大集
合！小学生から社会人まで、500 名を超える奏者たちの多彩なブラスサウン
ドが芸術の秋を彩ります。新宿文化センターの荘厳なオルガンの演奏（専属
オルガニスト・高橋博子）もご堪能ください。
　戸塚第一小学校吹奏楽団、早稲田小学校金管バンド、都立戸山高等学
校、伊那市立春富中学校吹奏楽部（新宿区友好都市）、新宿区吹奏楽団な
どのほか招待演奏を予定。

本番概要
公演日 平成23年3月12日（土）
会　場新宿文化センター　大ホール
指　揮高関健（群馬交響楽団名誉指揮者）
独　唱澤畑恵美（ソプラノ）、小原啓桜（テノール）、

福島明也（バリトン）
管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

日　時 10月9日（土）　12時30分開場
13時～ 18時（終演予定）

会　場新宿文化センター　大ホール
共　催新宿区
後　援 新宿区教育委員会・新都心新宿ＰＲ委員会・東京都吹奏楽連盟・大新宿区ま

つり実行委員会
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

合唱指導 郡司博、山神健志 練習日程 9月1日（水）
から原則として毎週水曜日夜、18時30分～ 21時。
このほかに初心者のためのパート別補習を実施予
定 練習会場 新宿文化センター小ホール対 原則と
して15歳以上（中学生は除く）の合唱愛好者で、継
続して練習に参加できる方。なお、入団に先立ち応
募者全員を対象に、歌唱パートの確認を兼ねた発声
による小テストを実施します参加費 1カ月2,000円

（新宿区民の方は半額）。ほかに楽譜・資料代実費申 往復
はがきまたはFAX 3350-4839で記載例（8面）のほ
か希望パート、合唱経験、志望理由、楽譜購入希望
の有無をご記入のうえ、文化交流課へ問 文化交流
課　☎3350-1141

第98回　～盲目のオルガニスト、J.ラングレの光彩～

ファミリー音・楽・館

ファミリー音楽教室
～初心者のための楽器体験講座～

新宿区民200名ご招待！

劇団ＢＲＥＡＴＨ
旭山動物園ミュージカル

チェコ少年合唱団
“ボニ・プエリ”

クリスマスコンサート

国際交流演奏会

日　時 12月11日（土）　14時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演チェコ少年合唱団、新宿区少年少女合唱団、落合少年少女合唱団、早

稲田少年少女合唱団、長野県伊那市高遠町児童合唱団（新宿区友好
都市）

料　金1,000円（全指定席）※未就学児入場不可
購　入主催公演入場券の購入方法（8面）参照。（新宿文化センター、コズミッ

クセンター、新宿歴史博物館にて取扱い）。チケットぴあPコード
116-368（9/8より）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

開催日 開演時間 催事名 会　場 席種・入場料 取扱窓口 問合せ

10日（金） 19：00
区民演奏家コンサート
守屋純子ジャズナイト
主公益財団法人新宿未来創造財団

小ホール

全席自由
一般3,000円、区民割引2,000円（先着100枚）
※区民割引は住所の確認できるものを窓口に

ご持参ください。ひとり2枚まで
※未就学児入場不可

文化センター・コズ
ミックセンター・新
宿歴史博物館各窓口

文化交流課
☎3350-1141

16日（木） 12：15

ランチタイムコンサート　第98回
～盲目のオルガニスト、J.ラングレの光彩～
※3歳から入場できます
主公益財団法人新宿未来創造財団

大ホール 全席自由　入場無料 なし 文化交流課
☎3350-1141

17日（金） 19：00
第3回　新宿文化寄席
桂歌丸・春風亭小朝　二人会
主公益財団法人新宿未来創造財団

大ホール

A席3,000円、B席2,000円
※全席指定席
※未就学児入場不可
※S席および区民割引は完売しました

文化センター窓口 文化交流課
☎3350-1141

18日（土） 11：00 踊りの祭典2010
主公益財団法人新宿未来創造財団

大ホール
ほか 全席自由　入場無料 なし 文化交流課

☎3350-1141

９
月

新宿文化センター　主催・共催催し物

新 宿 文 化 セ ン タ ー 　 イベ ント 情 報

　チェコの音楽文化の伝統を受け継いだ合唱団でありながら、洗練
されたステージを繰り広げます！！地元新宿区と友好都市・伊那市
高遠町の児童合唱団との共演もあり。クリスマスに贈る厳かで清らか
な歌声と楽しいステージをご家族お揃いでお楽しみください！

　東京フィルハーモニー交響楽団の監修による初心者のための音楽教室です。
ヴァイオリン・フルート・トランペットの 3 種類の楽器を体験します。
※楽器の貸出しあり（数に限りがあります）
日 10月2日（土）・23日（土）、11月14日（日）・28日（日）、12月18日（土）・23日（木・祝）、
平成23年1月15日（土）　10時～ 20時の間で 1時間程度（全７回）※初回に時間割り
とクラス分けをします対 ①小学3年生以上で、上記3種類の楽器を初めて触れる方ま
たは演奏経験が 1年以内の方（長期間、継続して習っている
方は受講できません）、過去に楽器演奏の経験がある方。②簡
単な楽譜が読める方　70名場 新宿文化センター料 3,500
円申 9月21日（火）必着。往復はがきで記載例（8面）のほか、
希望楽器、経験状況（楽器名・練習したことのある曲名）、楽
器貸出希望の有無を記入し、文化交流課へ問 文化交流課　
☎3350-1141

日 10月23日（土）19時開演場 新宿文化セ
ンター　大ホール申 9月30日（木） 必着。
往復はがきに記載例（8面） のとおり記入
し、文化交流課へ。１通につき2名まで。人
数を必ず記載すること共 旭川市教育委員
会問 文化交流課　☎3350-1141

無料

ラジオの
時間

名曲プロムナード
コンサート



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　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。

☎03-3359-2131学芸課（新宿歴史博物館） ☎03-3232-5121学習・スポーツ課 ☎03-3232-5122子ども・地域課 ☎03-3350-1141文化交流課 ☎03-3359-3729観光課

7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。

申込み 電話または往復はがきかFAX 3350-4839で記載例（8面）のとおり記入し、
文化交流課へ

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

聴いてみよう！
　　身近な場所で芸術鑑賞
　新宿文化センターをはじめ、身近な区内の施設
で優れた芸術を鑑賞する機会を、無料またはリーズ
ナブルな価格で提供しています。お子さんからご年
配の方まで幅広い世代が楽しめる企画が盛りだくさ
ん！今月号でも各種公演をご紹介中！詳細は本紙
6 面にて！

ふれてみよう！
　　参加体験できる文化講座
　聴いてばかりじゃもったいない！新宿文化センタ
ー大ホールの巨大なパイプオルガンをはじめ楽器の
演奏体験ができる機会などを提供しています。文化
の魅力にふれて、その魅力を発見してみましょう！

行ってみよう！
　　新宿文化センター
　大・小ホール、展示室、会議室の貸し出しを行
っています。リーズナブルな料金で、電話予約も可
能！初めての方にも安心してご利用いただけます。
　毎月の催し物には、財団主催の公演以外にも
魅力的なものがぎっしり！見て、聴いて、使って、
新宿文化センターの楽しみ方はあなた次第です！

　 多
た ぶ ん か き ょ う せ い こ う ざ

文化共生講座イベント情
じょうほう

報 다문화 공생강좌ㆍ이벤트 정보
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　일본어를 배우고 싶다, 다양한 국가의 사람

들과 교류하고 싶다, 곤란하거나 걱정거리가 

있을 때 상담하고 싶다 등 다문화 공생에 관한 

정보는 아래 홈페이지를 참조해 주십시오.

現
げんざいぼしゅうちゅう

在募集中の講
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座・イベントなど
◦新

しんじゅくくにほんごきょうしつ

宿区日本語教室（9 ～ 12月）
◦国

こくさいこうりゅう

際交流サロン
◦外

がいこくじんそうだんまどぐち

国人相談窓口（日
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語、中
ちゅうごくご

国語、韓
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国語、
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ご

、ミャンマー語
ご

）
日本語

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=352

　

현재 모집 중인 강좌ㆍ이벤트 등

◦신주쿠구 일본어 교실(9~12월)

◦국제교류살롱

◦외국인 상담창구

  (일본어, 영어, 중국어, 한국어, 태국어, 미얀마어)

한국어
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=286

Information on Events 
and Multicultural Classes
If you want to study Japanese, wish to 
meet people from various countries in a 
friendly setting, would like consultation on 
any difficulty or concern, or are looking for 
any other information related to multicultural 
living, please visit the Web site below. 

Classes (Those Currently Recruiting Students), Events, Etc.
◦Shinjuku Japanese-Language Classes 

(September through December)
◦International Exchange Salon
◦Foreign Resident Advisory Corner
  (Japanese, English, Chinese, Korean, Thai, 

and Myanmarese)
English

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=279

国際交流サロン

国際理解講座

vol.4

公益財団法人新宿未来創造財団をもっと知りたい！

文化交流課について教えて！
　文化芸術は、人々の豊かさ創出には欠かせません。区では本年4月1日から「新宿区
文化芸術振興基本条例」が施行され、「文化芸術創造のまち　新宿」の実現へ向けて、
文化交流課では幅広い分野の文化芸術の鑑賞や体験の場を提供しています。
　また、多くの外国人の方が住み、多種多様な文化が息づいていることは、新宿区の大
きな特色と言えます。
　文化交流課では、ほかに国際相互理解や多文化共生の仕事もしています。今回は文
化芸術について、次号9月20日号では多文化共生についてご紹介します。

問 文化交流課　☎3350-1141

日　時 9月10日（金）
18時45分～ 20時30分（予定）

会　場しんじゅく多文化共生プラザ
対　象どなたでも　50名程度
参加料 200円
申込み 不要。直接しんじゅく多文化共

生プラザまでお越しください
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

台湾茶芸体験 ブータン民族衣装を
まとってみよう！

レガス多文化交流事業
かんたん台湾家庭料理体験！

マッコリは甘いか？すっぱいか？

　日本の茶道とはひと味違う「台湾茶
芸」。お茶を五感で楽しめる機会です。
奥深い台湾茶の世界を覗いてみません
か。
講　師 茶人ペルー氏
日　時 9月25日（土）　14時～ 16時
会　場新宿文化センター　和会議室
対　象どなたでも　30名
参加料 800円
締　切9月15日（水）必着

　東洋の神秘の名にふさわしいブータン
は、国民総幸福量“GNH”（Gross National
 Happiness）を掲げる稀有な国です。今
回はブータンの衣装について体験します。
講　師山本けいこ氏

日　時 9月25日（土）　18時～ 20時
会　場しんじゅく多文化共生プラザ
対　象どなたでも　40名（希望者の中から

抽選で民族衣装体験有り）
参加料 200円
締　切9月18日（土）必着

　味覚と視覚で台湾の家庭料理を楽しみ
ます。初心者大歓迎！
講　師 茶人ペルー氏

日　時 10月20日（水）　18時30分～ 20時
30分

会　場四谷地域センター（内藤町87　四谷
区民センター 11階）

対　象どなたでも　20名（多数抽選）
参加料1,000円
締　切10月10日（日）必着

　韓国を代表するお酒「マッコリ」は、
韓国大衆文化を語る上で欠かせない飲
み物です。韓国の宴会スタイルを実感し
ましょう
講　師 麹醇堂（ククスンダン）職員
日　時 10月23日（土）

19時～ 21時
会　場高麗（大久保1-12-1）
対　象 20歳以上の方（未成年不可）どな

たでも　20名
参加料 3,200円（参加料＋飲食代）
締　切10月12日（火）必着



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

掲載お申し込みは　　「広告募集

中！！」をクリックしてください。

8
日 ＝日時　場 ＝場所　対 ＝対象　定 ＝定員　料 ＝費用、参加費、入場料など　講 ＝講師　申 ＝申し込み　
持 ＝持物　内 ＝内容　購 ＝購入　展 ＝展示　主 ＝主催　共 ＝共催　協 ＝協力　連 ＝連携　問 ＝問い合わせ

展 新宿大ガード下・北側歩道
問 学習・スポーツ課

☎3232-5121

9月23日（木・祝）まで

和紙ちぎり絵展
9月24日（金）～10月21日（木）

生涯学習館まつり展

9月の
展示

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。

支払方法：予約後2週間以内にお済ませください
①新宿文化センターにて引き取り
②下記のゆうちょ銀行口座に入場券代と送料（80円）をお振込みください。入金の際、郵

便窓口にある青色の振込用紙に「予約済み公演名・枚数・席種・予約者の郵便番号・
住所・氏名・電話番号」を明記のこと。入金確認後、入場券を郵送します。
振込先：加入者名（振込先）：新宿文化センター、口座番号：00180-0-263305
※入金から入場券発送までに約1週間必要です。振込手数料はお客様ご負担となります
●購入の際のお願い
・窓口でのご購入以外では、座席番号のご指定はお受けできませんのでご了承ください。
・車椅子での鑑賞席は、新宿文化センターにてお求めください（枚数限定。電話予約・HP

予約可）。
・特定の公演以外は、未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。入場券は年齢に関係な

くおひとり1枚必要です。
・出演者、曲目、演目などはさまざまな事情により変更になる場合があります。
・公演中止の場合以外は、お求めの入場券の払い戻しは行いません。また紛失された場

合も再発行はできませんのでご注意ください。

主催公演入場券購入方法 申込み記載例

新宿文化センター
時　間 9時～19時（休館日を除く）

◦好きな座席を選びながら購入したい！

新宿文化センター　☎03-3350-1141
時　間 9時～19時（休館日を除く）
チケットぴあ　☎0570-02-9999
※音声案内の手順で、希望公演のPコードを入力してく
　ださい

◦電話で予約したい！

窓口以外での購入の場合、以下の方法でお引き取りください 往復はがきには、返信用にも
住所・氏名を書いてください。

　 の公演は新宿未来創造財団のホームページか
らチケット予約ができます。 主催公演チケットの
コンテンツからお申し込みください。
http://www.regasu-shinjuku.or.jp

◦メールで予約したい！

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
名

返信（表） 往信（裏）

レガスパークは広告スペースです。お問合せは直接広告連絡先まで。

外国語・外国文化

小・中学生　国際英検・ヒアリング強化
小4～￥8000～/月　体験有　tel:3954-8721
ICCE目白　落合南長崎　中井他

大人の初級英会話・メンバー募集
四谷地域センター　土曜午後2:05～　2200/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

ベテランの外国人講師が楽しく教えます
４０代～８０代ゆっくり英会話　月6800円 
グループ・日常会話　曙橋駅１分LIG　
3355-4471　http://home.att.ne.jp/air/lig/

♪洋書絵本で楽しく英語♪（火/金）@四ツ谷
6ヶ月～大人まで クラス別（月3000円～）
CDのかけ流しと絵本の暗唱で活きた英語を!
英語が自然と口から出てくるようになります
マミーズイングリッシュクラブ09035495375

わかりやすくしっかりと教えます
★小中高生の英会話＋英検・受験対策 
★大学生・社会人の英会話＋英検・TOEIC 
月4回7350円～　下落合・高田馬場駅3分 
英会話サロンアオキで検索を ℡3365-1265

音　楽

ー♪こどもの音感指導研究会@百人町ー
ピアノ・ソルフェージュ・リズム・聴音指導
♪個人レッスン・2才～大人・保育関係可♪
ご住所・お名前・年令ご記入の上FAXのみで受付
資料と無料体験申込葉書ご郵送FAX3369-7510

カラオケ（伊勢丹会館近く）　高齢歓迎
月曜、火曜それぞれ月２回 午後
生き生き会 3373-7260 ☎夕方以降

歌個人指導（超苦手～プロ）生徒募集！
音程,声域,声量や歌の悩みを最先端のボイス
トレーニングで解消!話声にも対応。合唱、音
大受験等対応の声楽コースも有。無料体験有!
高田馬場駅徒歩2分フェザー☎3362-1920

「立花眞理ピアノ教室」 03-5229-4408
幼児～一般  趣味　音大受験・保育士資格・
教員採試対応　火・水　体験可　市谷加賀町

内山ピアノ教室☆生徒募集 ☎3952-6225
確かなテクニックと豊かな音楽性を♪
幼児～大人　初心者歓迎　ソルフェージュ
無料体験有！　落合南長崎・中井駅7分

生田流お箏教室　生徒募集♪
初めての方でもご安心ください。5000円/月
月3回　矢来町　Tel3235-1545　杉崎　体験有

新宿津軽三味線教室　☎3341-2849シシド
1回45分/￥4000※予約制（月～土9～21時）
曙橋・若松河田駅より徒歩約7分初心者歓迎！
楽器レンタル有

スポーツ・健康

やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
初級クラスよりていねいに指導します。
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka

「フットサル教室のご案内」（16才以上）
日時：9/11・25（土）18時～19時30分※要予約 
料金：1050円/回（更衣室・シャワー・サウナ付） 
子供スイミング・体操・サッカーの無料体験も 
受付中！　℡3364-0101（財）スポーツ会館

　掲載お申し込みは　　　「広告募集中！！」
をクリックしてください。
　掲載行事は財団の主催ではありません。日
時・会場等は予定です。各主催者に内容をよく
確認の上、ご自分の責任で参加してください。

問学芸課　☎3359-2131

　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。

区内の生涯学習館で活動する
方々の手工芸品、絵画、書など
を展示しています。

現役プロが教える中級社交ダンス
木曜19:45～21:30入千円月4千円高田馬場他 
体験無料　向上心有方☎090-7239-6134春日

アート・工芸

トールペイント＆新クラフト教室生徒募集
メタルエンボス6月開講（木）＆トールぺイント
 （火）各教室体験あり詳細☎03-3202-1823

花と銀の教室　サロンドフルール
アートフラワー　私の作品が或る美術展工芸
部門で金賞　それはフランス・アテネでも受
賞　教室土2:4-2時木2:4-2時会費月2400円
銀　土1:3-10時と2時　火1:3-10時。会費月
3000円高田馬場2-7-21-205☎3200-9048

プリザーブドフラワーのワンコインレッスン
レッスン料500円でプリザーブドフラワー
のアレンジが楽しめます。東新宿駅徒歩2分
プリザ＊プラザ　森下090-5199-8215

パッチワーク・キルト教室
火・木・土　（見学・ワンデイレッスン有り） 
月3千円　早稲田7分　上田℡090-7282-0950

若葉の会　いけ花　茶の湯（担当大塚）
花月2回費2000円　茶月1回1500円花雑費別

（場）若松センター土又は日13時～☎3565-2378

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）

新宿歴史博物館　臨時休館施設貸出・利用休止のお知らせ


