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新宿区伝統芸能
フェスティバル

第
一
回

民俗芸能フェスティバルは、今年度から「伝統芸能
フェスティバル」と改名し、装いも新たに区指定の民
俗芸能や新宿区名誉区民の洗練された技の数々、区
外の団体も紹介しながら幅広く伝統芸能を披露いた
します。

　新春を彩る毎年恒例の本会。狂言界の頂点に立つ、
ご両家のスーパースター達が一堂に会し、新年を寿

ことほ

ぎます!
　茂山千作氏・野村万作氏による東西の人間国宝の円熟の舞
台をご堪能ください。

　儒学思想の一つである朱子学をもって徳川幕府に仕えた儒学者林
はやし

羅
ら

山
ざ ん

とその
一族の墓、合計81基が保存されています。8代述

じゅっさい

斎から11代復
ふ く さ い

斎までの４基の墓
は儒葬の形式を留めており貴重です。年に1度のこの機会にぜひお越しください。
※博物館ボランティアによる解説付き

　林氏墓地の公開に合わせ、江戸時代の儒学思想に関わる史跡をめぐります。
今回は室

むろきゅ う そ う

鳩巣、岡田寒
か ん せ ん

泉をはじめ、江戸時代で活躍した多くの儒学者の墓があ
る国指定史跡大塚先儒墓所から林氏墓地まで歩きます。

内　容①柏木野神
じんだい

代神楽（都指定無形民俗文化財）
	 ②戸塚囃

は や し

子（区指定無形民俗文化財）
	 ③萩

はぎわら

原社
しゃちゅう

中　里
さと

神
か ぐ ら

楽（区指定無形民俗文化財）
	 ④西川古柳座（都指定無形文化財・八王子車人形）
	 ⑤鶴賀若

わかさのじょう

狭掾氏（名誉区民・新内節）		※出演順
日　時 10月23日（土）
	 	13時～16時（12時30分開場予定）
会　場 四谷区民ホール（内藤町87）
定　員 先着400名
参加料 一般300円、中学生以下無料
共　催 新宿区・新宿区教育委員会
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 平成23年1月28日（金）　19時開演（18時30分開場）
会　場新宿文化センター　大ホール
レクチャートーク 茂山千三郎、野村萬斎
曲目・出演者「附

ぶ す

子」茂山千五郎、茂山千三郎、茂山千作（京都　
大蔵流）、「花

はなおり

折」野村萬斎、野村万作ほか（東京　和泉流）
入場料A席4,000円、A席区民割引3,500円（300席限定）
	 B席3,000円
	 ※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。証明書1枚につ
　き2枚まで。未就学児入場不可

販売方法 新宿文化センター１階案内所、コズミックセンター、新宿
歴史博物館にて販売。販売初日は9時より各窓口販売のみ
（コズミックセンター、新宿歴史博物館では販売枚数を制限
します）。10月8日（金）9時より、電話予約、HP予約開始。10
時よりチケットぴあ☎0570-02-9999（Pコード407-337）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 11月６日（土）９時～12時
見学地（予定）護国寺門前（集合）～大塚先儒墓所～関口芭蕉庵～江戸川公園～林氏

墓地（解散）（約3.5㎞）
解　説 新宿歴史博物館史跡ガイドボランティア
定　員 80名（多数抽選）
参加料 400円
申込み 10月21日（木）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、新宿歴史博物館へ
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 11月3日（水･祝）・6（土）・7日（日）
	 10時～15時
会　場 国史跡林氏墓地（市谷山伏町1-15）
申込み 不要。直接会場へ
問合せ 学芸課　☎3359-2131

国指定史跡「林氏墓地」の公開

「林氏墓地」公開史跡めぐり

  11月1日～7日は文化財保護強調週間です 無料

10月7日（木）発売開始 新春名作
狂言の会新春吉例

購入枚数 おひとり4席まで（席種不問）。	5枚以上ご希望のお客様は、ご購入後
あらためてお並びのうえご購入ください

枚数制限についてのお知らせ
　当公演は毎回大変好評のため、ひとりでも多くの方にご鑑賞いただけま
すよう購入枚数を制限させていただいております。
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（500円分）をプレゼント。詳
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詳しくは2・3面をご覧ください。
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定各140名料1席1,500円　※未就学児入場不可申10月5日（火）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問 学習･スポーツ課　☎3232-5121

太陽系の旅と秋の星空

星空コンサート

　秋は空気が澄み、冬と共に一年を通して最も星の良く見える季節です。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。

　どちらのコンサートも季節の星空解説が合わせてお楽しみいただけます。

日　時 10月9日（土）・11日（月・祝）・17日（日）･23
日（土）、11月13日（土）･21日（日） 各日10時
30分･13時30分・14時50分開始

定　員 先着150名
料　金 高校生以上300円、中学生以下無料。いず

れも開演30分前から8階にて受付　
	 ※投影は約50分

①ジャズで彩るシネマミュージック ②シタールとピアノで紡ぐ〜インド星物語
　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。

　インドの弦楽器シタールの神秘的な音色と、
星空に纏

ま つ

わる朗読のコラボレーション。

1 0月･ 11月コンサート

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

演　奏ピアノ・進行　ササマユウコ／
	 シタール　伊藤公朗
日　時 11月19日（金）　	18時30分開場　19時開演

場コズミックセンター　8階プラネタリウム
問学習・スポーツ課　☎3232-5121
※途中入退場不可　

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。



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

★ウェルカム・ヒーローズ★ 2階大体育館
レガス大相撲ランド
スポレク2010場所開催!
デカくてキュートなお相撲さんと遊ぼう!

アトムに会おう!
10万馬力の新宿未来
特使がやってくる!

ドナルドのドナレッチ
遊びの天才・ドナルド登場!

はじめてのバレエ(事前申し込み) 2階スタジオ
あこがれのバレリーナにチャレンジ!

和みのヨーガ
1階幼児体育館
親子で楽しむ
ゆったりヨーガ

マウンテンバイク・
アドベンチャー
芝生広場
緑の中を爽快
ライディング!

はじめてのタグラグビー
多目的運動広場
親子でトライ!タックルの
ない安全なラグビーです。

★コズミックセンター・注目イベント★ ★スポーツセンター・注目イベント★ ★戸山公園・注目イベント★

時　間 9時～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
	 （大久保3-5-1）ほか
問合せ 学習・スポーツ課
	 ☎3232-5121

協　賛日本マクドナルド株式会社／東京コカ・コーラボトリング株式会社　大塚営業所／株式会社ロッテ／東宝サービスセンターグループ／株式会社　中村屋／日本マウンテンバイク
協会／アディダス　ジャパン株式会社／国際卓球株式会社／財団法人合気会／市ヶ谷フィッシュセンター／東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社／アキ・コーポ
レーション／社団法人日本スポーツ吹矢協会／社団法人日本オート・キャンプ協会／株式会社小川キャンパル／法元バレエスタジオ／新宿バッティングセンター／新宿ミラノボ
ウル／エコースポーツ店／株式会社ファミリーマート新宿スポーツセンター店／株式会社横浜黒川スポーツ・GALLERY-2／日清食品ホールディングス株式会社／株式会
社信英堂／有限会社ハッピー／西武レクリエーション株式会社／アキレス株式会社／株式会社花園万頭／エアロスポーツ・クラブ／エスフォルタ市ヶ谷／ジェクサー・フィッ
トネスクラブ四谷／シチズンプラザ株式会社／明治神宮外苑アイススケート場／東京おもちゃ美術館／福井県若狭町産業課　順不同

　 新宿スポレク２０１０

コズミックセンター会場

10月11日（月・体育の日）

  スポーツが創る
  新宿の未来

　体育の日のスポレク（スポーツ＆レクリエーション）はスポーツのＥＸＰＯです!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!
日本の伝統武術や、世界各国の踊り、フットサルなど、楽しい体験ブースを回ってスタンプラリーに挑戦しましょう。おなかがすいたらエントランス
前のフード・ガーデンでひと休み、お相撲さんや鉄腕アトムと遊ぶコーナーもあります!
　骨盤体操、エアロビ健康体操、ヨーガなど、レガスポで人気の美容＆健康プログラムがスポレクバージョンで登場、無料＆事前申し込みなし
で体験できます!動きやすい服装で、当日直接会場へお越しください。

玄関前・ロビー、その他
●JAZZでワクワク！
　スポレクの会場を行ったり来たり、神出鬼没のゆか
いなJAZZバンドです！
協　力ニューオリンズ・ブラスバンド

●新宿人オンステージ
　お祭り気分を盛り上げる、にぎやかなパフォーマーが
大集合！
時　間 9時30分～16時30分
	 稲垣　徹、KAZAバンド、スポーティングα、
	 長阪有樹子、MYU、LITTLE	SISTER　ほか

●おなかがすいたらフードガーデンへ！
　おいしい、楽しい、おなかいっぱい！
時　間 9時30分～16時
協　力区サッカー協会（焼鳥など）、丸助（牛筋丼など）、

有限会社ハッピー、株式会社中村屋（中華ま
ん）、Lazure（チュニジア料理）ほか

●デカいぞ！エアドーム
　ふわふわトランポリンに入って、飛んで、楽しく遊ぼう！
時　間 9時30分～16時
対　象 ひとりで歩くことができる小学校2年生まで

のお子さん

●ふらっと新宿
　国産の安全・安心な食品、福祉作業所の手作り作
品を販売。
時　間 9時30分～16時30分
協　力 公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター

●おいでよ！若狭町！特産品フェア！！
　福井県若狭町を代表するおいし～い梅と梅製品を
販売！！
時　間 9時30分～16時30分
協　力 福井県若狭町産業課特産振興販売室

●タリーズコーヒー
　タリーズコーヒーこだわりの商品をどうぞお楽しみください！
時　間 9時30分～16時30分
協　力タリーズコーヒージャパン株式会社早大理工店

●花の苗無料配布
　大好評企画！家庭で花を咲かせましょう。
時　間 9時30分～（なくなり次第、終了）
協　力レガスガーデニングクラブ

●小学生チアリーディング
　元気ハツラツ！可愛い演技をごらんください。
時　間 9時35分～
協　力レガスチアリーディングクラブ

●これが太極拳だ！
　陳式・孫式・剣、24式太極拳などの表演は必見です！
時　間 12時30分～13時10分
協　力蕾

らみ

心タイチ

●護身道デモンストレーション
時　間 13時30分～14時
協　力日本護身道協会

1階
①弓道色的大会（有段者対象・要申し込み）
②弓道体験会(受付は10分前から)
時　間 ①9時30分～12時30分	②13時30分～16時
協　力区弓道連盟
①の申し込みは弓道連盟・小野田まで
☎3953-6007　※素足不可

●古式太極拳
　太極拳の初歩で心身をリラックス。模範演技は大迫
力！
時　間 9時30分～12時
協　力新宿水紅会

●これが護身道だ！
　見て、参加して、ためになる！
時　間 ①14時20分～15時20分
	 ②15時30分～16時30分
協　力日本護身道協会

●挑戦、サムライ・ウォーズ！
　やわらかい小太刀でチャンバラ合戦にトライ！
時　間 9時30分～15時30分
協　力区スポーツチャンバラ協会

2階
●コズミック・フリスビー・コドモズ
　ボウリングとフリスビーが合体？キラキラボトルを
狙い撃ち！
時　間 10時30分～16時30分
協　力スポーティングα

●プロに習おう！スーパー・シュート
　カッコいいプロ選手とふれあうチャンス！
時　間 13時～16時　協　力東京アパッチ

●炎のストラックアウト
　一球入魂！気分は大リーガー！
時　間 13時～16時30分
協　力ゴールデンエイジアカデミー

●ゲーゴルゲームを体験しよう！
　ゴルフスタイルのニュースポーツです！
時　間 10時～12時
出　展区レクリエーション・インストラクターズクラブ

●ショートテニスで「エースをねらえ！」
　スポンジボールで楽しくスマッシュ！
時　間 9時30分～12時30分
協　力区ショートテニス協会

●熱闘・ユニカール！
　床の上でカーリング、滑れストーン！
時　間 9時20分～16時
協　力区ユニカール協会

●レガスポ！フラガールズ
　思わずニッコリ、なごみのフラダンス！
時　間 13時～13時30分
協　力レガスポ！フラガールズ

●パドルテニスを体験しよう！
　アメリカ生まれのおしゃれなミニテニスです！
時　間 13時～15時　協　力 中野パドルテニス協会

●お気軽ボクシング体験！
　ミットを叩いて、ボクサーになりきろう！
　※プロによる迫力のエキシビションを見逃すな！
時　間 ①9時40分～10時30分
	 ②11時20分～12時10分
協　力 株式会社共栄ボクシング

●ボクシング・明日のために
　本格的なトレーニング入門編です。
時　間 ①13時20分～14時
	 ②14時30分～15時10分
	 ③15時40分～16時20分
協　力ワセダクラブ・ボクシングスクール

●フットサル戦力測定！
　キックターゲット、シュート力測定にトライしよう！
時　間 9時30分～16時
協　力区サッカー協会
協　賛 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社
	 アディダス	ジャパン株式会社

●エキシビションゲーム
　フットサル界のトッププレイヤーが率いるＫ9オールス
ターズvs新宿選抜を、3階観覧席から観戦しよう！
時　間 17時30分～20時
協　力区サッカー協会

●チャレンジ輪投げ！
　スポレク名物、単純だからこそ奥深いゲーム！
時　間 9時30分～15時
協　力区青少年団体連合会

★ウェルカム・ヒーローズ★
●レガス大相撲ランド2010
　デカくてキュートな力士と遊ぼう！
時　間 ①11時～、②13時～
協　力 放駒部屋、社団法人東京青年会議所・
	 新宿区委員会

●ドナルドのドナレッチ！
　思わずカラダが動き出す！
時　間 ①10時30分～、②14時30分～
協　賛日本マクドナルド株式会社

●アトムに会おう！
　未来と握手、10万馬力の新宿未来特使がやって来る！
協　力 株式会社手塚プロダクション

●Qooと遊んでほのぼの気分！
　天下無敵の“なごみ系キャラ”登場！
協　賛東京コカ・コーラボトリング株式会社

3階
●ダーツ・ファイブスローに挑戦！
　本物のダーツをお楽しみください
時　間 10時～16時
協　力新宿ダーツアミティ

●はじめてのスポーツ吹矢
　スポレクでジャングルの戦士になろう！
時　間 9時30分～16時
協　力 社団法人日本スポーツ吹矢協会

8階
●プラネタリウム秋番組「太陽系の旅と秋の星空」
　８階は、夜空の下の星の国！
※高校生以上は有料（300円）です
時　間 ①10時30分～、②13時30分～
	 ③14時50分～
	 ※途中入場不可

地下1階
●プールで浮き♪浮き
時　間 ①自由遊泳　9時15分～12時
	 ②水中ウォーキング　9時15分～10時15分
	 ③浮き浮きワンダーランド　9時15分～10時30分
	 ④親子スイミング教室　10時30分～11時30分
	 ⑤飛び込み初級編　10時30分～11時30分
	 ⑥スイムクリニック　10時30分～12時
	 ⑦山本貴司氏特別レッスン・小・中学生
	 　13時～14時
	 ⑧山本貴司氏特別レッスン・大人
	 　14時30分～15時45分
協　力区水泳連盟
	 ※特別レッスンは申し込み	

　終了しました。当日はプー
　ルサイドでレッスンをご
　覧になれます。開始30分
　前から入場整理券を配り
　ます

●みんなでつくろう、ねんどアート！
　安全なやわらかねんどで楽しく遊ぼう！
時　間 10時～16時
協　力 遊美術倶楽部

●みんなで踊ろう！世界のフォークダンス
　子どもから大人まで、気軽にご参加ください
時　間 9時15分～12時15分
協　力区フォークダンス連盟

●フワフワ風船ルーム
　部屋いっぱい！夢いっぱい！
　※入場できるのは、保護者同伴の未就学児のみです。
　　先着順でふうせんをプレゼント！
時　間 9時30分～16時30分
協　力ヒューマン・アカデミー

●アロハ！魅惑のフラダンス！
　初心者親子参加歓迎！レガスポの人気講師の楽しい
レッスンです。
時　間 14時15分～15時30分
協　力レガスポ！フラガールズ

●0才から100才までの3B体操
　音楽に合わせて楽しく動きます！
時　間 14時15分～15時30分
協　力日本３Ｂ体操協会新宿支部

申込み 10月8日（金）必着。多数抽選。FAX 3209-1803
にて、記載例（8面）のほか希望コース（詳細は3
面をご覧ください）を記入し、学習・スポーツ課へ

	 ※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

山本貴司氏



☎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。

スポーツセンター会場 戸山公園
1階

●和みのヨーガ
　のんびりヨーガでゆったりリラックス！親子で楽し
む「動物たいそう」もあるよ！
時　間 9時～16時30分
協　力 和みのヨーガインストラクターグループ

●キャンプなんでも相談！（戸山公園でも開催）
　親子のためのキャンプ教室、見学大歓迎！
時　間 9時30分～16時
協　賛 社団法人日本オート・キャンプ協会

●ふらっと新宿＆ベジCAFÉふらっと
　地域の方と障がい者スタッフが運営するあったか
スポットです。カフェではスポレク特別メニューを
ご用意しています。どうぞ「ふらっと」お立ち寄りくだ
さい！
時　間 11時～18時
協　力 公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター

2階
●はじめてのバレエ（事前申込み）※当日見学可
　昨年大好評だったバレエ教室が再登場!!
時　間 ①児童科（4歳～就学前の児童）
	 　定員10名　10時～10時45分
	 ②初等科（小学生対象）
	 　定員15名　11時～12時
	 ③中等科（中学生以上）
	 　定員15名　14時～15時
	 ④初心者大人のクラス（成人）
	 　定員15名　15時～16時
協　賛法元バレエスタジオ

●あなたのカラダをまとめてチェック！
「骨密度測定」※成人対象、素足で測定
「メタボチェック」※40歳以上、30名限定ほか
時　間 9時～16時30分

●マウンテンバイク・アドベンチャー
　集まれライダー！緑の中を爽快ライディング！
時　間 9時30分～16時30分
協　賛日本マウンテンバイク協会

●健康ウォーキング
　約8kmのウォーキングで健康づくり
集合・解散コズミックセンター玄関前
時　間 9時～12時（受付8時40分～9時）
協　力NPO法人区ウォーキング協会

●マイ箸作り体験
　約15分で完成。世界に一つのオリジナル箸を作ろう！
時　間 10時～16時
協　力 群馬県沼田市

●はじめてのタグラグビー！
　タックルのない、安全で楽しいゲームです。親子でね
らえ、タグ＆トライ！
時　間 10時～12時、13時～15時
協　力ゴールデンエイジアカデミー

●新宿区指定無形民俗文化財・高田馬場流鏑馬
　疾走する馬上から放たれる矢！古式ゆかしい、勇壮
な伝統行事をご覧ください。
時　間 14時～15時30分
協　力高田馬場流鏑馬保存会

3階
●ソフトバレーボールにチャレンジ！
　子どもから大人まで気軽に楽しめます。
時　間 13時～16時
協　力区バレーボール連盟
●駆け抜けろ、タイムアタックグランプリ！
　区内の道路をイメージしたコースです。
時　間 10時～15時
協　力区体育指導委員協議会

●バドミントン体験会＆親子交流会
　親子でながす、さわやかな汗！
時　間 9時30分～12時30分
協　力区バドミントン連盟

●エキシビションマッチ『新宿区リーグ・カップ戦』
時　間 17時～22時
協　力区サッカー協会

●カポエィラを体験しよう！
　ブラジル生まれの格闘技。華麗、強烈、カッコいい！
時　間 ①パフォーマンス（１階ロビー）14時
	 ②体験教室（第一武道場）14時30分
協　力NPO法人	カポエィラ・テンポ

4階
●レガスポ！スポレクバージョン無料体験
　いずれも室内履きは使用しません。
時　間 ①エアロビ健康体操　13時～13時50分
	 ②ヨーガ　14時～14時50分
	 ③骨盤体操　15時～15時50分
	 定員各30名（受付は各10分前から）

●なぎなた体験会
　武道でスポーツ！　古くて新しい魅力です。
時　間 9時～12時　協　力区なぎなた連盟

5階
●走って歩いて山手線一周！
　電車になって東京一周。 各駅停車のおもしろレクリ
エーション！
時　間 9時30分～16時
協　力早稲田大学鉄道研究会

●ローラースポーツに挑戦しよう！
　初心者から上級者まで、スピードに乗って風になれ！
※スケート靴・ヘルメットは持参してください。
時　間 9時30分～15時
協　力区ローラースポーツ連盟

●アーチェリー体験
時　間 ①アーチェリー体験コーナー（とりあえず体験！）
	 　10時～11時45分、12時45分～15時30分
	 ②スポーツ講習会（本格的に体験！）
	 　10時～10時45分、11時～11時45分、12時

　45分～13時30分、13時45分～14時30分、
　14時45分～15時30分

協　力区アーチェリー協会

1階玄関前
●ファミリーマート協賛セール
時　間 9時30分～16時
協　賛 株式会社ファミリーマート新宿スポーツセンター店

平成23年1月30日（日） 区民健康マラソン
第9回

ランナー募集中 「新宿シティハーフマラソン」に参加しよう！

ボランティア募集中

イベント出店（展）募集中

11/30（火）必着

11/26（金）必着

10/31（日）必着

 新宿人onステージ参加　　

　バンド・漫才・コントなど明治公園の特
設ステージを彩る出演者を大募集！ 

ステージ出演者大募集！
　｢新宿シティーハーフマラソン｣に参加して明治公園の街並
みを体感しよう！

のびのびクラブ水曜チャレンジ種　目10㎞の部、３㎞の部、２㎞の部、ファミリー（２㎞）、ファンラン（２㎞）、スペシャ
ルラン（300m）、ひよこの部（42.195m）　※定員になり次第、締切ります

問合せ新宿シティハーフマラソン事務局　☎3232-5121

　詳細はお問い合わせください。
問合せ新宿シティハーフマラソン事務局　☎3232-5122

　詳細はお問い合わせください。
問合せ新宿シティハーフマラソン事務局イベント・アトラクション担当： 観光課　

☎3359-3729（新宿歴史博物館館内）

時　間10時～15時
申込み11月30日（火）必着。コズミックセンター

窓口などに備付（財団HPからもダウン
ロード可）の申込書を学習・スポーツ課へ

	 ※併せてデモCD（DVD、MDも可）をご提
　出ください。応募多数の場合、選定有り

問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時11月17日（水）から毎週水曜日（但し、年末年始は除く）
	 16時30分～18時　全8回
会　場コズミックセンター
対　象小学生30名（多数抽選）
参加料1,600円（新宿シティハーフマラソン参加料別途）
申込み11月5日（金）必着。往復はがき、FAX 3209-1833で記載例

（8面）のとおり記入し、子ども・地域課まで
問合せ子ども・地域課　☎3232-5122

わたしたちのまちの

〜見て感じて楽しめるプログラムが盛りだくさん〜

生涯学習館
住吉町生涯学習館

まつり
〜あけぼのフェスタ〜

北新宿生涯学習館
まつり

赤城生涯学習館
まつり

　各生涯学習館で活動する団体が主体となり開催される生涯学習館まつりは、今年で4回目を迎えます。
発表や作品展示、美味しい焼きたてパンやお菓子などの販売、親子で楽しめる体験教室など、見て感じて
楽しめるプログラムを多数行う予定です。
　素晴らしい作品との出会い、体験で新たな自分探し、活動団体との交流を通して1日を楽しくゆっくりお
過ごしください（有料・無料体験）。
※プログラム発表内容・時間など詳細は各館へお問合せください

日　時 10月16日（土）・17日（日）　10時～17時
会　場 赤城生涯学習館（赤城元町1-3）
内　容 レク・ホール（カラオケ・小唄・ハワイアンフラ）、教養

室Ａ及びＢ・視聴覚室（陶器・折り紙・手工芸品などの
作品展示）、玄関横のスペース（カレーパンの販売）など

問合せ 赤城生涯学習館
	 ☎3269-2400
	 FAX 3266-1794
アクセス東京メトロ東西線神楽坂駅

下車　徒歩3分、都営地下鉄
大江戸線牛込神楽坂駅下車
（A3出口）　徒歩5分

日　時 10月16日（土）・17日（日）　10時～16時
会　場 北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）
内　容 作品展示：書・色鉛筆画・木彫（バードカービング）・川柳・

小品盆栽・水墨画／舞台発表：（16日）　ダンス・太極拳・
くみひも・ドイツ語・民謡・合唱・心理カウンセリング、
（17日）　太極拳・無料呈茶・リサイクル市など・フラワー
アレンジメント

問合せ 北新宿生涯学習館
	 ☎3365-3541　 FAX 3227-0905
アクセス JR総武線大久保駅（北口）下車　徒歩12分、

関東バス（宿05）「北新宿」下車　徒歩3分、
	 JR総武線東中野駅東口下車　徒歩9分

日　時 10月16日（土）　10時～16時30分、
	 	17日（日）　10時～16時
会　場 住吉町生涯学習館（住吉町13-3）
内　容 作品展示：陶芸・七宝・木彫仏像・手芸・絵手紙・水彩画・

カルトナージュ／体験・有料：陶芸・絵手紙・占い（占
いは17日のみ）／バザー：陶芸・七宝など／販売：パウ
ンドケーキとクッキー（17日のみ）・焼きたてパン・北海
道産ジャガイモ／舞台発表：プログラム詳細はお問合せ
ください（一部体験あり（無料））

問合せ 住吉町生涯学習館　☎3351-6566　FAX 3351-6458
アクセス都営地下鉄新宿線曙橋駅下車（A2出口）　徒歩5分、

都営バス（白61）「曙橋」下車　徒歩5分

時　間 10時～12時30分
対　象区内在住・在勤の方　先着50名
協　力アキレス株式会社
申込み 募集中。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）のとおり記入し、学習･
スポーツ課へ

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
自分に合った靴の選び方のポイントや自宅でも
できる靴の調整の仕方を学びます。

無料

西戸山中学校
●グラウンド・ゴルフにチャレンジしよう！
　子どもも、大人も、障がいをお持ちの方も、みんなで
楽しめるゲームです。
時　間 9時30分～14時30分
協　力区グラウンド・ゴルフ協会

NEW

参加無料
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　新宿文化センター　イベント情報
　

　

　

　ワルツの調べに心は弾む!オペレッタの名曲をたっぷり
と!ウィーンの薫りを届けます。

　「戦争を知らない子供たち」、「白いブランコ」、
「わかってください」、「木綿のハンカチーフ」など、
今なお心に残る名曲が新宿の夜とあなたの心を
温めます!

新宿文化センター
ニューイヤー
コンサート2011

名曲プロムナード
コンサート
～ラジオの時間～

チェコ少年合唱団
“ボニ・プエリ”クリスマスコンサート

新宿文化センター祭り  開催！ 新宿ユース・ブラスフェスティバル・2010

フレッシュ名曲コンサート「第九演奏会」

新宿フォーク・ジャンボリー
～青春のハートフルコンサート～

ファミリー音楽館

“アーティストの直筆サインを
10名様にプレゼント！！

10月7日（木）発売開始

10月7日（木）発売開始

当日券あり

好評発売中!!

日　時 平成23年1月23日（日）　15時開演（14時30分開場）
会　場新宿文化センター　大ホール
出演者円光寺雅彦（指揮）　東京フィルハーモニー交響楽団、
	 赤星啓子、菊地美奈、三塚直美（ソプラノ）
	 近藤政伸、佐藤一昭（テノール）
	 北村哲朗、清水良一（バリトン）
曲　目ワルツ「美しき青きドナウ」「南国のバラ」、
	 「天国と地獄」「マリツァ伯爵令嬢」「モンマルトルのすみれ」ほか
入場料大人1,500円、4歳～高校生1,000円　※乳幼児入場不可
購　入 10月7日（木）9時より窓口販売開始。	10月8日（金）9時より電話、HP、チケットぴあ（P

コード120-893）予約開始
問合せ文化交流課　☎3350-1141

日　時 10月20日（水）　14時30分開演（14時開場）
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
曲　目「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」「虹の彼方に」「イエスタデイ」ほか
料　金中学生以上1,000円、4歳～小学生500円　※乳幼児入場不可
購　入下記の主催公演入場券購入方法参照（新宿文化センター、コズミックセンター、
	 	新宿歴史博物館、チケットぴあ（Ｐコード113-304）にて取り扱い）
問合せ文化交流課　☎3350-1141

日11月6日（土）　10時～17時30分（予定）　※展示は5日（金）も開催問文化交流課　☎3350-1141

日　時 平成23年2月10日（木）
	 19時開演（18時30分開場）
会　場新宿文化センター　大ホール
出演者 杉田二郎、ビリーバンバン、
	 	因幡晃、太田裕美
入場料一般3,500円、
	 区民割引3,000円（先着300名限定）　
	 ※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
購　入 10月7日（木）9時より新宿文化センター

１階案内所、コズミックセンター、新宿歴史
博物館にて販売。販売初日は窓口販売の
み。10月８日（金）9時より電話予約、ＨＰ予
約開始

●プレゼント応募について
　区民割引にてチケットをご購入の方の中から、抽選で10名にアーティストの直筆・
寄書き色紙をプレゼントします。当選結果は公演日当日、大ホール・ホワイエに当選さ
れた方の座席番号を張り出しますので、係員にお知らせください。プレゼントは、当選
チケットの半券とお引き換えします。
※引き換えは、当日のみ有効です。入場後、半券を紛失の場合無効になりますのでご注
　意ください
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

購 下記の主催公演入場券購入方法参照（新宿文化センター、コズミックセンター、新宿歴史博物
館、チケットぴあにて取り扱い）問 文化交流課　☎3350-1141

杉田二郎

円光寺雅彦

菊地美奈

北村哲朗

佐藤一昭

因幡晃 太田裕美

ビリーバンバン

国際交流
演奏会

　落語・舞踊・合唱・楽器演奏・オーケストラ・ミニコンサート、いけ花と地場産業「染め物」の展示、
楽器や声楽の無料体験教室、国際交流講座、お気軽茶道体験、染め物体験教室とよろず着
物相談室、販売ブースなど、どなたでも楽しめるイベント満載!茶道体験前売券（200円）は、
新宿文化センター窓口で販売中です。詳細は、11月5日号でお知らせします。

　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。

日１２月４日（土）　15時開演（17時終演予定）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 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）

日 12月11日（土）　14時開演 場 新宿文化センター　大ホール出演 チェコ少年合唱団、長野県
伊那市高遠町児童合唱団ほか料 全席指定1,000円　※未就学児入場不可。チケットぴあ（Pコー
ド116-368）問 文化交流課　☎3350-1141

入場無料

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

新宿文化センター窓口
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　☎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

　	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！

友好都市児童・生徒作品交流展
絵と書がつなぐ交流の輪

　新宿区は国内外の都市と友好提携し、さまざまな交流をしています。毎年多くの方が来場す
る恒例の作品交流展では、子どもたちの絵画・書道作品を通して、お国柄、土地柄など、そ
の国や地域の伝統・文化を感じていただくことができるでしょう。ぜひ、ご家族、お子様連れで
お越しください。

無料

無料

　映画音楽・CM・TVのクラシッ
ク音楽からオリンピックを湧かせた
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…

出演 早稲田小学校金管バンド、戸塚第一小学校吹奏楽団、四谷中学校吹奏楽部、落合第二中学
校吹奏楽部、伊那市立春富中学校吹奏楽部（新宿区友好都市）、目白研心中学・高校吹奏楽部
早稲田青少年吹奏楽団、戸山高校ブラスバンド部、新宿区吹奏楽団　招待演奏＝片倉高校
吹奏楽部講評 塚田　誠（全日本吹奏楽連盟副理事長）・浅利　真（サクソフォン奏者）日10月9日

（土）　13時～18時（終演予定） 場新宿文化センター大ホール共 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 子ども・地域課
☎3232-5122

日 10月22日（金）～25日（月）　8時～21時（ただし22日は12時より、25日は17時まで）場 新宿駅
西口広場イベントコーナー展示内容 ギリシャ共和国レフカダ町、中華人民共和国北京市東城区、
長野県伊那市、新宿区の3歳～15歳の子どもたちの絵画・ 書道作品　約300点共 新宿区後援
財団法人東京都道路整備保全公社 問 文化交流課　☎3350-1141



☎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。

レガスで学ぶ！ 新宿の歴史
　

　

　

　

　新宿駅が開設されたのは明治18（1885）年。当時は町はずれの
寂しい駅でした。大正から昭和にかけて、私鉄各線が次 と々参入
し、東京西郊のターミナル駅、“盛り場”新宿へと発展していきます。
そのような街の変化を写真や絵はがきなどの資料で追っていきま
す。戦前の西口付近を描いた地図も修復を終えて初公開中です!

　江戸時代のベストセラー『江戸名所図会』をもとに高田馬場周辺を
訪ねます。穴八幡宮とその周辺を鳥

ちょうかん

瞰した『江戸名所図会』の挿画
を見ながら歩くと大きく変わった場所、今も生きる江戸の痕跡などを見
つけることができるかもしれません。今回も好評を博している博物館
史跡ガイドボランティアがご案内いたします。

　江戸時代から郊外の散策の地として親しまれてきた落合地域。今回は学習
院大学構内、おとめ山公園、氷川神社、薬王院、月見岡八幡神社などを巡りま
す。新宿に残された自然、歴史のある神社、石造物などをお楽しみください。

　ベテランガイドさんが小泉八雲など明治時代の文
豪や、鉄炮組百人隊なども暮らした多文化なまち・大
久保の路地裏散歩にお連れします（小雨開催）。

　コースなどの詳細は観光課までお問い合わせください。

　林芙美子は中国の小説家･魯
ろ じ ん

迅と、その弟で日本文化研
究家・周

しゅうさ く じ ん

作人と交友がありました。芙美子が所蔵していた彼
らの書、関係資料を現在展示中です。

　佐伯祐三と共に美術団体「1930年協会」を創
設した仲間の画家たちについて紹介する展示を
行っています。

日 10月17日（日）　13時30分～15時30分場 都立戸山公園（大久保地区）つどいの広
場　新宿歴史博物館ブース（当選者には地図送付）対どなたでも　50名（多数抽選）
料 400円コース 都立戸山公園→小泉八雲記念公園→小泉八雲終焉の地→島崎藤村
旧居跡→稲荷鬼王神社→職安通り→皆中稲荷神社→都立戸山公園申 10月12日（火）
必着。往復はがきまたは返信可能なFAXがある場合は FAX 3359-5036で、記載例

（8面）を記入し観光課へ　※荷物の預かりは行っておりませんのでご注意ください問 新
宿まち歩きガイド運営協議会事務局（観光課）　☎3359-3729

申「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、直接またはFAX 3359-5036で観光課へ問 観光課（新宿歴史博物館館内）　☎3359-3729

展示期間 開催中～1月末まで
会　場 林芙美子記念館展示室
	 ※石蔵ギャラリーでは林芙美子記念館ボランティア
	 　ガイドの活動記録を紹介します

展示期間 開催中～12月末まで
会　場 佐伯祐三アトリエ記念館
	 ミニギャラリー
問合せ 学芸課　☎3359-2131

新宿風景PARTⅠ
（戦前編）開催中

佐伯祐三と
周辺の画家たち

第7回 『江
え

戸
ど

名
め い

所
し ょ

図
ず

会
え

』
を歩く－高田馬場編－

第8回 郊外の地－落合を訪ねて－

日　時開催中～11月28日（日）まで　
	 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
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 10月30日（土）　9時～12時
見学地（予定）穴八幡宮（集合）～宝泉寺～堀部安兵衛助太刀の跡～水

稲荷神社～山吹の里の碑～亮
りょうちょういん

朝院～諏訪神社～玄国寺～田植
地蔵尊～高田馬場駅（解散／約３km）

日　時 11月13日（土）　9時～12時
見学地（予定）JR目白駅（集合）～学習院大学構内～おとめ山公園～氷川神社～

薬王院～月見岡八幡神社～観音寺～小滝橋（解散／約3.5km）
三代目新宿駅（昭和初期）

『江戸名所図会』高田八幡宮

写真展 無料

関連イベント
学芸員によるギャラリートーク
日　時 10月16日（土）・23日（土）14時～（40分程度）

参加料 400円（資料代含）
解　説新宿歴史博物館史跡ガイドボ

ランティア
定　員 80名（多数抽選）
申込み第7回：10月22日（金）、第8回：

10月27日(水)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、新宿歴史博物館へ

問合せ学芸課　☎3359-2131

月見岡八幡神社

　

　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
内の施設についても右記の通り、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。

問合せ 学芸課　☎3359-2131

新宿歴史博物館全館
休館のお知らせ　　

全館休館 12月1日（水）～
平成23年1月31日（月）

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）

佐伯祐三
アトリエ記念館

展示替え

無料　

　博物館所蔵の染色作品から、中里町に住んでいた矢島青朗
（1907～1992）の手描友禅「スリランカ」、「網干」を展示します。

期　間 開催中～11月末まで
会　場新宿歴史博物館　常設展示室特設コーナー
観覧料一般300円、小・中学生100円
問合せ 学芸課　☎3359-2131

新宿の染色

スリランカ（部分）

新宿歴史博物館常設展示室　展示替え

林芙美子記念館展示替え

魯迅の書

大久保路地裏散歩 伝統とモダンが交差するまち
神楽坂まち歩きツアー

新宿まち歩きガイドツアー受付中

　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

吾
ご

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）　①13時30分～15時30分、
②15時30分～17時30分　※両日とも１日２回まち歩き
を行います場当日、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　各回50名（多数抽選） 費 1回400
円コース 善国寺（毘沙門天）、寺

じ

内
な い

公園、兵庫横丁、かく
れんぼ横丁、軽

か る

子
こ

坂
ざ か

、芸者新
し ん み ち

道、見
け ん ば ん

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。往復はがきまたは返信可能な
FAXがある場合はFAX 3359-5036で、記載例（8面）と
希望日、時間を記入し観光課へ問 新宿まち歩きガイド
運営協議会事務局（観光課）　☎3359-3729

　　　 大久保再発見ツアー　　　 新しくなった赤城神社も見学!

　　　 あなただけのプランで新宿再発見！

in ふれあい
フェスタ

鉄炮組百人隊

in 神楽坂
まち飛びフェスタ



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　
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

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。

　華やかな活躍の陰に秘められた芸術家た
ちの素顔は一体どんなものだったのか。休館
日貸し切りで美術鑑賞ボランティアがみどこ
ろをお話します。参加者だけの特別な空間
で、思い思い作品の感想を語りながら名画に
囲まれてみませんか。

　楽しくおしゃべりしながら編み物をしません
か。くさり編みと細編みで作るかぎ針編みのエ
リ巻きです。いままであまり編み物をしたことが
ない方もこの機会にチャレンジしてみては!

　テーブルの上に、かわいらしい小物やお菓子、お花などをきれいにセッティングして撮影するテーブルフォトは、いま女性に
人気です。講師の作例をもとにデジタル一眼レフカメラを使い実際に撮影してみましょう。※カメラの貸し出しあり

　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、
地域センターで閲覧できます。

はじめての小鼓/新宿小鼓の会 ラウンドダンス/ローレライ

テーブルフォトに挑戦

区民プロデュース講座受講生募集

ウフィツィ美術館自画像コレクション展～名画を描いた画家たちの顔～

●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…D⑤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

　はじめてでも能楽の小鼓を楽しくわかりやすくお稽古
できる講座です。
①11月18日、12月2日・9日の木曜日　15時30分～16時
30分　全3回②20名③全5,000円④AB⑤11月8日（月）

　社交ダンスのステップで、輪になって踊ります。頭を鍛
え、体を鍛え、心を鍛えよう！
①11月9日・30日、12月7日・21日、1月18日、2月1日・15日、
3月1日・15日・29日いずれも火曜日　10時～12時　全10
回（※11月9日・30日は住吉町生涯学習館で開講します。）
②16名③全5,500円④AB⑤10月20日（水）

三栄町生涯学習館 戸山生涯学習館

無料初心者のためのデジタル一眼レフカメラ講座

この秋から新しいこと始めてみませんか。

休館日に貸切で
ゆっくり楽しもう！

日	10月28日（木）　14時～16時場三栄町生
涯学習館（三栄町25）対区内在住・在勤	・
在学の方24名料700円（材料費込み。7号の
かぎ針をご持参ください）講中山黎子氏 申
10月17日（日）必着。往復はがき、受信可能な
FAXがある場合は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

日11月8日（月）　①14時、 ②16時 場損保ジャパン東郷青児美術
館（西新宿1-26-1　損保ジャパン本社ビル42階）対区内在住・在勤・
在学の方各回20名（多数抽選）持筆記用具料800円（特別割引・ 小
学生は無料）申10月20日（水）必着。往復はがき、FAX 3209-1833で
記載例（8面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ 連携先 公益財団法
人損保ジャパン美術財団（損保ジャパン東郷青児美術館）
問学習・スポーツ課☎3232-5121	

協特定非営利活動法人投資と学習を普及する会（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（８面）、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

申 要項にとじ込みの申込書に
記入のうえ、参加料を添えてコズ
ミックセンター窓口へ　※合気
道、アーチェリー、グラウンド・ゴ
ルフは申し込み先が異なります
ので、 要項にてご確認ください
協区体育協会 問学習・スポー
ツ課　☎3232-5121

日10月25日（月）　9時40分～11時40分場コズミックセンター　	3階小会議室対区内在住・在勤の方　先着20名　※生後６カ月～未就学
児に限り、先着10名まで無料託児協株式会社プライムM申 10月5日（火）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、カメラの貸し出し希望の有無と記載例（８面）のとおり記入し、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　

対区内在住・ 在勤の方申各講座申込締切日必着。往復はがきに記
載例（8面）のほか、希望講座名を明記し学習・スポーツ課へ

　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

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

（HPよりダウンロード可）。

レガス新宿連携事業

参加者・チーム募集!

おしゃれエリ巻きを作ろう

証券投資入門講座 区民総合体育大会

ライフアップ
講座

　レガスのパソコン講座は2教室で開催！通いやすい教室で楽しく学びましょう。
WindowsXP、WindowsVista対応。超初心者でもわかりやすく安心。

パソコン講習会

無料

テーマ 日時 会場 定員

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16日（土）
10時～11時30分 コズミックセンター 90名

退職後の生活設計と資産運用

10月9日（土）
10時～11時30分 落合第五小学校 30名

10月30日（土）
10時～12時 コズミックセンター 90名

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

11月6日（土）
10時～12時 コズミックセンター 90名

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

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

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

会　場 講座内容 日　時
費用

（テキスト代は
別料金）

①パソカレッジ
（高田馬場駅から
徒歩1分）

パソコンほんとに初めて入門、
ワード～インターネットつまみ食い

11月6日（土）
10時～16時30分 4,500円

ワード初めて　基礎まるわかり 11月13日（土）
10時～16時30分 5,000円

エクセルはじめて基礎まるわかり 11月20日（土）
10時～16時30分 5,000円

半日でコツをおさえるワード初級①・②
10月24日（日）	
①10時～13時
②14時～17時

各3,000円

②アビバ新宿ICT
ビジネススクール
（新宿駅南口から
徒歩3分）

はじめてのパソコン①
（電源の入れ方からマウスの使い方など）

10月21日（木）
10時～12時 2,000円

はじめてのパソコン② 10月21日（木）
13時～15時 2,000円

はじめてのパソコン　for	シニア 11月11日（木）
10時～12時 2,000円

活用しよう！　インターネット 11月14日（日）
14時～16時 3,000円

種目 大会日時 申し込み

合気道 11月14日（日）13時～ 11月13日（土）まで

アーチェリー
11月7日（日）

10月29日（金）まで
1部：9時～　2・3部：13時30分～

グラウンド・
ゴルフ

11月20日（土）8時～
11月10日（水）まで

予備日11月27日（土）

バドミントン

男女各ダブルス
11月7日（日）9時～ 10月25日（月）まで

先着順混合ダブルス
11月21日（日）9時～

ゲートボール
11月12日（金）9時～

11月1日（月）まで
予備日11月19日（金）

卓球（中学の部） 10月31日（日）9時～ 10月13日（水）まで

手芸教室
写真はイメー
ジです

定　員 区内在住・在勤・在学の方　①13名、②20名。いずれも多数抽選。最小催
行人員はいずれも７名

申込み ①10月20日（水）必着、②10月14日（木）必着。往復はがき、FAX 3209-1833
のいずれかで、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

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

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。

公益財団法人新宿未来創造財団をもっと知りたい！

　　新宿ミュージカル講座発表会 　 初級卓球教室　11月コース！

　 健康ウォーキング情報 一歩一歩、健康づくり♪

　 グラウンド・ゴルフ初心者1日教室
国際理解講座

vol.5

　「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！

　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！

　ゴルフをアレンジしたスポーツで、高度な技術は必要なし。身障者も健常者も共に気軽に
プレーできます。道具貸し出しあり。

皆さまのいちばん近くに　施設課

　今回は、新宿未来創造財団の縁の下の力持ちともいえる施設課をご紹介
します。施設の詳細は財団ＨＰより「施設」ページをご覧ください!
問合せ施設課　☎3232-7701

施設課の業務

みなさまとの“ふれあい”を活かして

コズミックセンター・大久保スポーツプラザミニ知識

皆さまの“いきがい”の場をご提供するために

　施設課は、新宿コズミックスポーツセンターをはじめ、大久保スポーツプラザ、区立公園内
運動施設（野球場・庭球場）、多目的運動広場などの管理・運営を主な業務としています。スポー
ツ・学習施設の設営・ご案内、グラウンドやコートの整備、プール安全管理など、広い業務内
容を担っているのが、私たち施設課です。

　幅広い業務のなかで、利用者の皆さまと接する機会が最も多いのが施設課の特徴です。い
きいきと活動をされる皆さまの姿を何よりの励みに、これからも施設の充実とサービス向上
に努めてまいります。

　利用者のみなさまに安全かつ安心して、楽しくスポーツや学習活動を行っていただけるよ
う、施設の改善に取り組んでいます。
　たとえば、「体を休めたり、栄養補給する場所も充実させたい。」そんな思いを、屋外休憩ス
ペースの日除け対策や、コズミックセンターへのマッサージチェアの設置、自動販売機の充実
などへつなげています。
　また、文化・スポーツを問わず、多様な活動のできる場の提供や、区内運動施設の充実など
にも取り組んでいます。
　コズミックセンターに絵画や書道の作品を発表できる場所や、合唱や演劇など多目的にお
使いいただける場所があるのをご存知でしょうか？これからもさまざまな活動の成果発表の
場、さまざまなジャンルの団体のみなさまにご利用いただけるような場として、改善を続けて
いきたいと考えています。

◦お子様に大人気！ボールプールは地下１階幼児体育室にあります。（未就学児のみ。
100円。開放時間はご確認のうえ、ご来館ください）

◦券売機はチケット販売だけでなく、両替もできます。
◦赤ちゃんとゆっくりできる、授乳室があります。ご利用の際は1階窓口にお声がけくだ
さい。

◦団体登録や施設予約は、大久保スポーツプラザのほか生涯学習館、歴史博物館でもで
きます。

◦大久保スポーツプラザ和室は学習室としても会議室としても多目的にご利用いただけ
ます。ぜひご利用ください。

1

3

2

日　時 10月17日（日）　13時30分開場
	 14時開演　15時30分終演予定
会　場四谷区民ホール（内藤町87　四谷区民センター9階）
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

①初心者向けスティール・パン体験
　廃棄物のドラム缶から生まれた「リサイクル楽器」で、トリニダード･トバゴを代表
する楽器“スティール・パン”（スティール･ドラム）。
　世界中のミュージシャンが心奪われ「20世紀最後のアコースティック楽器」とも
「奇跡の楽器」とも言われたこの楽器の「天使の歌声」と称されるその音色を体感して
みませんか？
日　時 11月12	日（金）　18時30分～20時（予定）
会　場新宿文化センター展示室（新宿6-14-1）

対　象区内在住在勤の方　25名
参加料 500円

②世界のバリアフリーと日本の課題
　「特別扱いではない、日常の中で誰もが自然に生きることのできる社会」を世界の
先進的なバリアフリーの取組を通じて、日本における社会通念としてのノーマライ
ゼーションやバリアフリーの問題点を考える機会です。
講　師中澤信氏（バリアフリー・カンパニー代表取締役）
日　時 11月13日（土）　15時～17時（予定）
会　場コズミックセンター　３階大会議室

対　象どなたでも　50名　
参加料 200円

申込み①11月4日（木）、②10月25日（月）必着。往復はがきに記載例（８面）のとおり記入し、文
化交流課まで。電話またはFAX 3350-4839でも申し込み可

問合せ文化交流課　☎3350-1141
料400円（①、③は無料）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　雨天決行協 NPO法人区ウオー
キング協会
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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

参加者・チーム募集!
無料

屋内施設：新宿コズミックスポーツセンター／大久保スポーツプラザ
屋外施設：西戸山公園野球場／落合中央公園野球場・庭球場／西落合公園少年野球場・庭球
　　　　　場／甘泉園公園庭球場／妙正寺公園運動広場／戸山多目的運動広場／北新宿多目
　　　　　的広場、ほか

日11月4日～11月25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（多数抽選）
料全4回　2,000円当落返信はがき送付、10月28日（木）財団窓口へ掲示　※電話での問い合わせは
ご遠慮ください協区卓球連盟申10月24日（日）必着。専用申込用紙（財団窓口備付）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

①スポレク合同ウォーキング　約8km 参加料無料！ウォーキング後はスポレクへＧｏ！

②ファミリーウォーク 約9km スポーツセンターから皇居外苑へ

③いきいきウオーク新宿 約5km ～戸山公園から神楽坂を歩く～短い距離をゆっくりと歩くコース

日10月11日（月・祝）　受付8時40分～9時、解散予定12時頃集合・解散コズミックセンター問学習・
スポーツ課　☎3232-5121

日10月17日（日）　受付8時40分～9時、解散予定12時頃集合新宿スポーツセンター（大久保5-3-1：
副都心線西早稲田駅　徒歩5分、JR高田馬場駅　徒歩10分）解散 皇居外苑和田倉門近辺（都営三田線大
手町駅徒歩2分、丸ノ内線東京駅徒歩4分）問学習・スポーツ課　☎3232-5121

日10月20日（水）　受付9時30分まで、解散予定12時集合 新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）解散
善国寺（神楽坂5-36）対普段歩く習慣がない方　定員なし内 約5㎞のウオーキング、歩き方教室問健
康推進課健康事業係　☎5273-3047

日10月20日（水）　8時50分～12時場戸山多目的運動広場（戸山3-2） 定30名料 500円申 問10月
15日（金）必着。電話またはFAXで区グラウンド・ゴルフ協会　川上（〒160-0022新宿区新宿6-13-10-
704☎・FAX 3352-9664）まで

新宿コズミックスポーツセン
ター　卓球台貸し

大久保スポーツプラザ　庭球場

新宿コズミックスポーツセンター
プール

落合中央公園野球場
新宿コズミックスポーツセンター
窓口財団管理施設の一例紹介



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

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。

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。

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。

音　楽

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

生田流おこと教室　体験有　幼児～一般
日本の伝統楽器を楽しみませんか？　月３回
5000円　矢来町　☎3235-1545　杉崎

♪子どものピアノ教室♪　牛込柳町2分
音楽が一生の友達になるよう納得がいくまで
丁寧に指導いたします。　℡3358-1162　平野

大正琴メンバー募集
戸山生涯学習館　毎月第一、第三水曜日
午前中　木下光江　☎3200-5942

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

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

端唄　登喜葉の会　神楽坂教室
毎月２回、土日１４～１６時。稽古場は
神楽坂。小中学生は無料。平日もあり。
連絡先　星　浩一　090-4674-3883

楽しいコーラス・ピアノ・歌 
若者からシニアまで、楽しくハモりましょう		
ポップス・シャンソン・ジャズ・童謡	
ピアノ・歌　個人指導も募集中です		
指導　桐朋音大卒　板井貴子☎3207-7592

能楽観世流謡曲・仕舞教室
住吉町生涯学習館にて毎月２回火曜日
謡曲18:10～18:40仕舞20:00～21:30初心者
18:45～19:50経験者グループ見学・体験可
一ヶ月五千円　03-3351-8619　石井
http://homepage3.nifty.com/noh-no-hana/

スポーツ・健康

フットサル教室のご案内
日時：10/9・23(土)　午後６時から　※要予約
更衣室・シャワー・サウナがあります。
子供スクール(水泳・サッカー)の無料体験も
受付中！(財)スポーツ会館　TEL3364-0101

外国語・外国文化

中高年の初級英会話　月謝月3回4000円
全く初めての方でも安心してお出でください。
土曜日10時30分～12時　四谷地域センター
集会室４　　岩崎　☎3226-3477

小中学生英検　英国系テキスト良質英語
￥8000～/月　体験有tel：3954-8721(3014Fax)
ICCE目白　アジア時代到来英語実践力必須!!
tohoexpo2010@hotmail.co.jp

ベテランの外国人講師が楽しく教えます
英語・仏語・西語・独語・伊語・韓・中国語	
初級から上級者まで　マンツーマン3150円～　
曙橋駅より徒歩１分　LIG☎03-3355-4471
http://home.att.ne.jp/air/lig/

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

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
英会話サロンアオキで検索を。
下落合・高田馬場駅３分　TEL3365-1265

アート・工芸

パッチワーク・キルト教室 
日本手芸普及協会カリキュラム　火・木・土
月３千円　早稲田７分　℡090-7282-0950

若葉の会いけ花　茶の湯　3565-2378大塚
花月2回費2000円　茶月1回1500円花材雑別
場若松センター土又は日　13時～

☆生け花教室☆アットホームな教室です♪
幼児～師範取得まで。月3千円	月火金	見学可
平野☎080-5674-4187早稲田5分・若松河田7分

和紙ちぎり絵講習会「コスモス」参加者募集
会場新宿コズミックセンター３Ｆ　費用千円
10月28日木　10:00～12:00　13:00～15:00
申込み　03-3342-5069　水・金曜日

その他

☆初心者でも安心の健康マージャン教室☆
女性中心で、なごやかな雰囲気です。未経験
者も１人から随時募集。脳の活性化につなが
り、友達ができて生活が明るくなりますよ♪
新宿駅西口徒歩５分。火・金曜11～16時。
1日￥2000。初日無料。Tel3346-2475

ベビーマッサージ教室 ＠神楽坂&＠早稲田
２か月～ハイハイまでの赤ちゃんとママ対象	
hapimamaのＨＰ：http://www.hapimama.com/

演劇・朗読　新しい発見
親切な個人指導で楽しく上達　月2回2千円
新宿　年齢経験不問
鈴木督代　☎3368-3315

パン教室エッセンス生徒募集四ッ谷駅５分
こねないパン	☎03-6380-9931		http://	
bread8studio8essence.p1.bindsite.jp/

ご協力ありがとうございました。今後とも「Oh!レガス新宿ニュース」をどうぞよろしくお願いいたします。ご記入いただいた個人情報に関しましては第三者に引き渡すことはございません。

Q1
1．新聞折り込み　　2．駅（　　　　　　　駅）　　3．新宿区役所
4．コズミックセンター　　5．その他（　　　　　　　　　　）

｢Oh!レガス新宿ニュース｣をどこで手にいれましたか

1．毎号読む　　2．たまに読む　　3．あまり読まない　　4．初めて読んだ
Q2 ｢Oh!レガス新宿ニュース｣は毎号読みますか

Q3
1．すべて読む　　2．興味のあるものだけ読む　　3．目を通すくらいで殆ど読まない

｢Oh!レガス新宿ニュース｣の記事はすべて読みますか

Q4
１．歴史　　２．学習　　３．スポーツ　　４．文化　　５．交流　　６．観光

Q3で「２」と回答された方にお聞きします。どの分野をよく読みますか

「Oh! レガス新宿ニュース」読者アンケート実施

申込み記載例 往復はがきには、返信用にも
住所・氏名を書いてください。

今後の紙面作りの参考にさせていただくためにアンケートにご協力ください。お答えいただいた方の中から抽選で20名様にクオカード（500円分）をプレゼント!

　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。

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）

締切り 10月30日（土）当日消印有効申財団ホームページ、はがきまたはFAXに住所、氏名、年齢、性別を明記のうえ、アンケートの項目（番号）と回答を記入し経営課へ問経営課　☎3232-7701　 FAX 3209-1833

●アンケート項目 該当数字を選択してください。

Q5 ｢Oh!レガス新宿ニュース｣は4月から全ページカラーになりました。そこで紙面についてお答えください。

Q7 紙面についてご意見、今後取り上げて欲しい記事などありましたらお書きく
ださい（自由回答）。

Q6 毎月5日と奇数月20日（年18回）の発行となりましたが、発行回数について
どう思いますか。

A．雰囲気や色合いについてどう思いますか
B．記事の配置や構成はいかがですか？

C．文字の大きさはいかがですか
D．紙面は読みやすいですか

1．とてもよい　　		　2．よい　　		　3．普通　　		4．わるい　		　5．とてもわるい

1．多くして欲しい　　　　2．ちょうどいい　　　　3．少なくして欲しい　

　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。千利休らが広めた「わび」「さび」をお楽しみください。

　展示作業や会場準備など、事前準備のお手伝い
をしていただける方を募集しています。 ※参加記
念として財団Quoカード（小額）の支給あり

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・締切日 	A：書の展（表彰あり）10月25日（月）までに作品持参　B：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

会場・期間 	A：区民ギャラリー　10月27日（水）～10月31日（日）　B：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

　「尺八楽」「筝曲」「長唄」といった、広く親しまれてきた日本の伝統音楽。宮中や寺社を中心に演
奏されてきた「雅楽」。そして「琵琶」「胡弓」「一絃琴」。これら心に響く音楽をさまざまな楽器や唄
でお楽しみください。※初心者歓迎の和楽器体験教室（上記の音楽で用いられる全ての楽器）も
演奏前に開かれますので老若男女を問わず自由にご参加ください

茶の湯の会 作品展示開催

「写真展」ボランティアスタッフ募集

作品募集締切り間近！！

●絵画展

●短歌・俳句・川柳展  作品集配布
邦楽のつどい

茶券は、好評販売中

無料

新宿区生涯学習フェスティバル

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（3席分の点
茶席券と点心（お弁当）つき）※当日、無料（茶券なし）で入席できる呈茶席があります（先着220
名）。コズミックセンター1階窓口（9時～17時）で好評販売中。残りわずか！（売り切れ次第終了）

展示期間	10月20日（水）～25（月）10時～18時（最
終日13時まで）場新宿文化センター展示室

展示期間	11月19日（金）～21（日）9時～18時（最終
日15時まで）場コズミックセンター

日	11月7日（日）12時開場　12時～12時50分	 体験教室（ホールロビー）、13時～16時演奏 場四
谷区民ホール（内藤町87番地）定	430名（直接会場へお越しください）

日	11月9日（火）・15日（月）　13時～17	時（予定）
場コズミックセンター対20歳以上の方　各4名
程度（先着順）内写真展示・会場準備など申10月
29日（金）までに電話（受付は平日の8時30分～17
時）またはFAX 3209-1833で、氏名・年齢・住所・
電話番号・協力可能な日をお伝えください。

問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

展	新宿大ガード下・北側歩道
問	学習・スポーツ課　☎3232-5121

10月22日（金）～11月25日（木）

新宿文化ロード2010
◦河合塾美術研究所塾生作品展（11/4まで）
◦宝塚大学東京新宿キャンパス学生作品展
　（11/5から）

10月21日（木）

生涯学習館まつり展

10月の
展示

コズミックセンター　12日（火）／大久保スポーツプラザ　18日（月）／新宿歴史博物館　12日（火）、25日（月）
新宿文化センター　12日（火）／生涯学習館《赤城・住吉町・西戸山》11日（月・祝）　《三栄町・戸山・北新宿》25日（月）

10月の休館日の
お知らせ


