
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。

好きな曜日・時間に予約可能
個別指導だから自分のペース
繰返し学習されたい方には絶対お得

11月大人気特別講座を開催します
～1日で年賀状を作ろう～

パソコン市民くらぶ早稲田教室
新宿区早稲田74　夏山ビルB1

パソコン
超初心者！初心者！！のための超初心者！初心者！！のための

無料体験大歓迎！

TEL 03-5285-0207

教室教室
完全個別学習
中高齢者歓迎
完全個別学習
中高齢者歓迎
～早稲田で開講して9年の実績～

※「はがきソフト」込みの値段で大変お得

日程：①火・木 ②水・金・土
時間：①10時～15時 ②13時～17時
料金：6,000円(別途テキスト代1,000円)

株 式 会 社 文 化 工 房
蝿 庭 様

お 世 話 に な っ て お り ま す
レ ガ ス 新 宿 の 原 稿 を 送 り ま す
ご 査 収 下 さ い ま せ

お世話になっております
パソカレッジ広告原稿です。
IllustratorCS2で作成しています。
レイヤーはアウトラインを取っていますが
案2というのがアウトラインを取っていないデータになります。
トンボもレイヤーに分けていますので捨てられるようになっています
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい

パソカレッジ　森

毎月5日と奇数月20日発行
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11月6日（土）
いけ花展・「染の王国・新宿」展示は 5日（金）も開催!!

10：00 〜17：30　新宿文化センター

写真展 「写真展Part2（戦後編）」関連講座

入場無料音楽・文化・芸術の秋は、
新宿文化センターで楽しもう！

ケータリングカー
おいしい!　すてきな!
物販コーナーも
あります!!

いよいよ
明日！

戦後編 新宿歴史博物館
全館休館のお知らせ

日　時 12月4日（土）～平成23年1月30日（日）
9時～19時

休場日12月14日（火）、12月29日（水）～ 1月
5日（水）、平成23年1月11日（火）

会　場新宿文化センター（新宿6-14-1）
地下1階展示室

観覧料 無料
問合せ 学芸課　☎3359-2131 問合せ 学芸課　☎3359-2131

日時と
内　容

①12月18日（土）「新宿戦後のあゆみ」高橋和雄氏（早稲田大学
エクステンションセンター講師）
②平成23年1月22日（土）「新宿駅の開業・変遷と新宿」奥原哲
志氏（鉄道博物館学芸課長）
いずれも14時～ 16時

会　場新宿文化センター４階
第1会議室

定　員 60名（多数抽選）
受講料 各400円
申込み ①12月3日（金）必着。②平成23

年1月7日（金）必着。往復はがきに記載例（8面）と講座名を記
入し、学芸課へ。※はがき1枚につき1名

問合せ 学芸課　☎3359-2131新宿駅東口・七夕祭り（昭和35年頃）

　1945年（昭和20年）太平洋戦争終戦後、ガレキの
中の新宿の街は、目覚ましい復興を遂げていきます。
1950年代の高度経済成長、1960年代のフーテン族
に代表される若者文化、1980 ～ 90年代のバブル経
済。激動のなか、新宿はどのような変貌を遂げてきた
のか、写真パネルから見ていきます。

　戦後、急激な復興を遂げ、新都心と呼ばれるほどまで成長し
た新宿の姿を、遊興の場、鉄道といった観点から講義します。

　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下記の通
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。

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）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

柳家甚語楼

合唱

落語会

日本舞踊

染色体験

マジック

かっぽれ

フォークソング

オーケストラ

ヴァイオリン体験

フラメンコ

フラダンス

いけ花展示

パイプオルガン演奏

「染の王国・新宿」展示

韓国ストラップと韓国伝統茶

絵本の読み聞かせ

よろず着物相談

小ホール　3階

和会議室　4階

第１会議室　４階

第２会議室　４階

13時30分～ 15時30分
落　　語：柳家甚語楼

柳家ほたる
マジック：アサダ二世

【定員】200名

10時30分～ 16時
茶席券（お菓子代）1人200円
お気軽に『和の心』を味わって
みませんか？
※茶席券が終わり次第終了

【協力】区花道茶道協会　【定員】150名

【講師】東京藝術大学大
学院生グループ
畠中海央ほか

【時間】①12時～②15時20分～
【定員】各回20名
オペラ歌手のように気持ちよく歌えたら…。声
の出し方・歌い方を楽しく学べます。

【時間】①10時～②11
時～③14時10分～

【定員】各回15名
楽しい音楽を聞くと体が動き出す！かんたんな
ステップを踏んでみませんか？

【協力】吉山茉希ほか

【講師】ミュージック・ドリームス
【時間】①13時30分～　②16時30分～
【定員】各回13名
初めての方もOK ！　ちびっこもOK ！　ヴァ
イオリンで「きらきら星」の演奏にチャレンジ！

●チマ・チョゴリの試着体験もできます！
【時間】13時～ 14時30分（ストラップ作り）
【定員】30名（ストラップ）

韓国茶体験はお茶が終わり次第終了
国際理解講座で大好評によりアンコール開催！
おいしくて健康にいい韓国伝統茶を味わい、色
鮮やかな韓国手工芸のストラップを作ります。

【協力】韓国広場・エリート日本語学校

抹茶席
声楽体験

ダンス体験

民謡

開
催
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☎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。

音 楽 イベント 情 報
「オペラ座の怪人」ファントムと
クリスティーヌが贈る魅惑のミュージカルガラ

好評
発売中！！

入場券好評販売中！

今井清隆・井料瑠美
トーク&ライブ2011

ランチタイムコンサート フレッシュ名曲コンサート

「第九演奏会」無料

　圧倒的な歌唱力を持つ今井清隆と、澄んだ
歌声が魅力の井料瑠美がコラボレートし、今
聴きたいあのミュージカルナンバーをお送りす
る魅惑のステージ！エレクトーン奏者の宮崎誠
を迎え、“絆”をテーマに歌い綴られてゆく愛
の詩…大切な方とお楽しみください。

　芸術の秋・音楽の秋・食欲の秋（?!）
にふさわしく、『秋』の音楽を彩り
よく、お届けします。

　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
心ゆくままご堪能ください。

　新宿文化センターでは初演となる『戦争レクイエ
ム』は、ブリテンが第二次世界大戦で空爆を受けた
イギリスの聖マイケル教会大聖堂の献堂式のため
に作曲した楽曲です。世界各地で現在も紛争が続
くなか、平和を希求する新宿区からのメッセージと
して発信したいという思いから今回選曲されまし
た。総勢250名に及ぶ一般公募の合唱団と、東京
フィルハーモニー交響楽団が織り上げる絢爛たる
ブリテンの世界をお楽しみください。

日　時 平成23年2月3日（木）
19時開演（20時30分終演予定）

会　場四谷区民ホール（内藤町87）
出　演 今井清隆、井料瑠美、宮崎誠（エレクトーン）ほか
曲　目 Stars「レ・ミゼラブル」、Music of the Night「オペラ座の怪人」ほか

※曲目は都合により変更となる場合がございます
料　金一般3,000円　区民割引2,500円（100席限定）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

購　入 発売初日の11月6日（土）は、新宿文化センター、コズミックセンター、新宿歴史博物館、
各窓口にて発売。翌日7日（日）からは、新宿文化センターにて電話予約も可。（下記主催公
演入場券の購入方法参照）

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

日　時 11月8日（月）　12時15分～ 45分（途中入退場自由）
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演 Ensemble ogts（アンサンブル・オージーティーエス）、【吉岡次郎（フルート）、関水萌子

（オーボエ）、横田揺子（クラリネット）、布施亜紀子（ピアノ）】
予定曲 秋の歌メドレー／サンサーンス・デンマークとロシアの民謡による嬉遊曲／ボロディン・

ダッタン人の踊り／ジブリ作品　ほか
※曲目は変更になることがあります。
※3歳未満入場不可

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 平成23年3月12日（土）　15時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演 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）
児童合唱：オーケストラとうたうこども合唱団
合唱：新宿文化センター『戦争レクイエム』合唱団［合唱指揮：郡司博、合唱指導：山神健志、
右近大次郎、佐々木理子］
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

料　金一般4,000円　区民割引3,000円（300席限定）
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

購　入 発売初日の11月6日（土）は、新宿文化センター、コズミックセンター、新宿歴史博物館、
各窓口にて発売。翌日の7日（日）からは、新宿文化センターにて電話予約も可。（下記主催
公演入場券の購入方法参照）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

会　場新宿文化センター
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

公演名 日時 出演 料金

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」

12月11日（土）
14時開演 チェコ少年合唱団 ほか 全指定席￥1,000

Pコード／ 116-368

新宿文化センター
ニューイヤーコンサート2011

平成23年1月23日（日）
15時開演

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）、猪村浩之、
佐藤一昭（テノール）、北村哲朗、清水良一（バリトン）

大人￥1,500
4歳～高校生￥1,000
Pコード／ 120-893

新春名作狂言の会 平成23年1月28日（金）
19時開演

「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）

A席￥4,000
B席￥3,000
Pコード／ 407-337

「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～

平成23年2月10日（木）
19時開演

杉田二郎、ビリーバンバン
因幡晃、太田裕美

一般￥3,500
区民割引￥3,000
Pコード／ 118-860

＊未就学児入場不可

１１月6日（土）
発売開始

１１月6日（土）
発売開始

第99回

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！

ベンジャミン・ブリテン作曲／

『戦争レクイエム』

好評
販売中！！

今井清隆

金聖響©Eisuke Miyoshi

井料瑠美

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

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

“音楽定食”的な秋ランチ
　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時を新宿
文化センターでお過ごしください。



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。

☎03－３３６6－6933
●新大久保駅徒歩３分
●１１：００～１８：００　
●休診日：木・日
●自由診療

たるみ・
しみレーザー

女性医師による

グレースクリニック

美容外科

形成外科 皮膚科

しわ ￥36,750

しみ・ほくろ ￥10,500

たるみ ￥21,000

午後2時～午後3時平成22年11月24日(水)
◎家族葬・事前の準備
経験豊かな担当者が解説します

会場は１０席位、席の予約はお電話で

電子メール　k-info@koueisha.co.jp

4
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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新宿歴史博物館お茶会の開催

三栄町フェスティバル

ライフアップ講座

生涯学習館まつり

『江戸名所図会』を歩く－大久保編－

日　時 12月6日（月）10時～ 12時
会　場 林芙美子記念館（中井2-20-1）
定　員 40名
参加料 400円（入館料・資料代含む）
申込み 11月26日（金）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

日　時 11月14日（日）10時～ 15時
会　場新宿歴史博物館　B1階　中庭
参加料 300円（お菓子付）
定　員先着50名
申込み 不要。直接会場へお越しください。

※お茶・お菓子がなくなり次第終了となります
協　力藤の会（江戸千家流）
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 11月6日（土）、7日（日）　9時～ 19時
（7日は16時30分まで）

会　場三栄町生涯学習館（三栄町25）
内　容 ●四ッ谷江戸散歩ガイドと巡る「江戸の賑わい」（コースの詳細はお問

い合わせください）
●四ッ谷の歴史講演会（新宿歴史博物館学芸員が語る）
●防災・防犯講習会（すぐに役立つ消防署・警察署による実践編）
●舞台発表（合唱・空手・かっぽれ・琉球民謡など）、体験教室（社交
ダンス・絵手紙・人形制作など）、作品展示（手芸・工芸・華道・俳句・
写真・絵画など）

問合せ 三栄町生涯学習館　☎3341-1024

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11月8日（月）、22日（月）
会　場新宿歴史博物館　企画展示室
観覧料 無料
問合せ 学芸課　☎3359-2131

ほてい屋　昭和8年頃

大久保のつつじ

新宿三丁目（昭和10年頃）

林芙美子邸

日 時 11月27日（土）９時～ 12時
予定見学地 四谷地域センター（内藤町87）

（集合）～花園アパート跡～都
電軌道跡～ほてい屋跡～旧京王
線始発駅～ムーランルージュ跡
～淀橋浄水場跡（解散）【行程約
3.5km】

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

日 時 12月4日（土）　9時～ 12時
予定見学地 若松地域センター（若松町12-6）

（集合）～大久保犬屋敷跡～余丁
町東児童遊園～念仏坂～安養寺
坂～安養寺～自

じ

證
しょう

院～抜弁天～
法善寺～西

にし

向
むきてんじんじゃ

天神社～西光庵～
新宿文化センター（休憩）～稲
荷鬼王神社～皆中稲荷神社～新
宿百人町つつじの里児童遊園（解
散）【行程約４km】

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。覚えて便利！趣味も広がるパソコンテクニック！
WindowsXP、WindowsVista 対応。超初心者でもわかりやすく安心。

　昭和時代に著しい発展をとげた新宿駅周辺に
昭和のおもかげを探しに行きましょう。懐かしい
新宿、知らなかった新宿が目の前に現れます。

　今回の歴史文化探訪は、江戸時代のベストセラー
『江

え ど

戸名
めいしょ

所図
ず え

会』をもとに、大久保周辺を訪ねます。『江戸
名所図会』の挿画を見ながら歩くと江戸時代の大久保地
区の広がりや、今も生きる江戸の文化を見つけることが出
来るかもしれません。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。

料 テキスト代は別料金定 最少催行人員はいずれも7名。応募多数の場合は抽選申
各講座実施7日前までに必着。往復はがきまたは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
問 学習・スポーツ課☎3232-5121

　新宿歴史博物館の中庭（サンクンガーデン）でお茶会を開催しま
す。どなたでもお気軽に参加いただけるお茶会です。
　博物館の庭園でホッと一息お茶をお楽しみください。

　三栄町生涯学習館まつりは、装い新たに～文化・藝術・歴史の饗宴～
として、好奇心いっぱいのフェスティバルになりました。

　林芙美子記念館の秋を彩る紅葉。淡い色のバラ・赤い
実をつけたムサシアブミ…。赤や黄色に染めあげられた庭
園はまさに都会のオアシスと言えるでしょう。貸し切りの記
念館で、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか。
　庭園鑑賞の後は、落ち着いた街並と風情漂う坂の町《中
井》を散策します。

　区内各地で写された、明治から
昭和の戦前までの写真を、絵はが
きや地図資料などとあわせて紹介
しています。

講座内容 会場 日時 費用

エクセル基礎まるわかり

パソカレッジ
（高田馬場駅
から徒歩１分）

11月20日（土）
10時～ 16時30分

5,000円

オリジナル年賀状を
作ろう！　

11月27日（土）
10時～ 16時30分 いずれも

6,000円12月18日（土）
10時～ 16時30分

いま話題のiPhoneを
体験しよう！
＊iPhoneは貸し出ししま

す。持ち込み不可

12月4日（土）
①10時～ 12時30分
②14時～ 16時30分

いずれも
3,000円

パソコンも大掃除！
メンテナンス講座

12月11日（土）
10時～ 16時30分

5,000円

活用しよう！インターネット

アビバ新宿
ICT ビジネス

スクール
（新宿駅南口か

ら徒歩1分）

11月14日（日）
14時～ 16時

3,000円

半日でコツをおさえるワー
ド初級その1 ～文字入力や
絵の入れ方など、簡単なチ
ラシやお知らせが作れるよ
うになります～

11月21日（日）
13時～ 16時

3,000円

半日でコツをおさえるエク
セル初級その1

12月4日（土）
１０時～ 13時

3,000円

パソコン講習会

第９回歴史・文化探訪

第10回歴史・文化探訪

写真展 開催中戦前編

林芙美子記念館
庭園鑑賞会と落合散策

昭和の新宿を訪ねて

定　 員 80名（多数抽選）
申 込 み11月19日（金）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

日 時 学芸課　☎3359-2131

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
定　 員 80名（多数抽選）
申 込 み11月26日（金）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

日 時 学芸課　☎3359-2131

お茶会風景（前回開催時より）

まち歩きガイドおすすめコース　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。
※参加の際は、資料代などの実費が必要となりま

す。（10名まで4,000円～ 6,000円程度）また日程
調整のために、数日かかることもあります。

オーダーメイド型まち歩き参加方法
1.日にち・参加人数を決定する
2.以下の中から好きなコースを選ぶ、またはコースに

ついてご相談ください
3.観光課へFAXまたはHPで申し込み
4.担当ガイド団体さんと詳しいコースについて相談
5.当日！

①神楽坂
漱石派？紅葉派？～神楽坂
で文学散歩～

②新宿駅周辺・四谷
超高層のまち～新宿に残る
歴史を訪ねて～

新宿まち歩きガイドツアー

申込み「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等で配布）に必要事項を記入ま
たはFAX 3359-5036で観光課へ

問合せ 新宿まち歩きガイド運営協議会事務局（観光課）
☎3359-3729

あなただけのプランで新宿再発見！

③四谷　　　　　
お岩さまから追い出しの鐘
まで

④落合
落合文化散歩～落合蛍の面
影をさがして～



☎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。

吟剣詩舞のつどい

邦楽のつどい

神楽坂モデル撮影と西新宿ナイトビュー

対　象 区内で活動している生涯学習の自主グ
ループ※今回は例年、下期に実施してい
る事業の追加募集のため、今年度下期に
応募歴のある団体は対象外となります

内　容 初心者を対象にし、1週間以内で完結する
講座・イベントの企画と運営

事業期間平成23年1月～ 3月まで期間で1週間以内
助成金額所定の規程に従い決定（上限5万円）。事

業終了後に清算払いとします
応募方法11月30日（火）必着。所定の申請様式に

記入のうえ、学習・スポーツ課へ（申請様
式は募集要項に綴じ込み添付されていま
す。

日　時 11月28日（日）11時～
会　場四谷区民ホール（内藤町87）直接会場へお越しください
飛び入り吟詠者募集！

舞台上で吟じてみたい新宿区内在住・在勤の吟詠愛好家を当
日、会場入口で受付けます。参加者数等の都合により、お断り
することもありますが、ご了承ください

日　時 11月7日（日）12時開場
第1部　12時～ 12時50分　初心者歓迎の和楽器体験教室
第2部　13時～ 16時

会　場四谷区民ホール（内藤町87）直接会場へお越しください

日　時 11月11日（木）19時～
会　場コズミックセンター 3階　大会議室
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時 ①昼間コース：11月26日（金）、12月10日（金）10時～ 11時45分
②夜間コース：12月2日（木）・10日（金）18時30分～ 20時15分
※①か②からお選びください

会　場コズミックセンター　3階　小会議室
対　象区内在住・在勤・在学の方　各コース20名（多数抽選）
参加料 全2回　1,000円
講　師 ①横田菊枝氏②長谷和幸氏（日本奇術協会）
申込み 11月22日（月）必着。電話、往復はがきまたは受信可能な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
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時 12月10日（金）
10時～ 12時

会　場大久保スポーツプラザ（大久
保3-7-42）3階　集会室

対　象 区内在住・在勤の方優先30
名

参加料 500円（直接会場にて徴収）

日　時 11月30日（火）　10時～ 12時
会　場コズミックセンター　3階　大会議室
対　象区内在住・在勤・在学の方　40名
参加料 500円
講　師 福　瑠璃子氏（国際カラーデザイン協会カラーデザインマ

スター・カラーデザイナー /COLOR DREAMY代表）
申込み 11月20日（土）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

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時
会　場

11月27日（土）【神楽坂撮影会】　14時～
16時　会場：赤城生涯学習館（赤城元町
1-3）
12月3日（金）【西新宿夜景撮影会】　18
時～ 20時　※雨天予備日：12月5日（日）
17時～ 19時　会場：新宿区西新宿（現地
集合）
12月11日（土）【講評会】　14時～ 16時
会場：くめスタジオ（新宿6-3-15）

　吟剣詩舞は漢詩や和歌を吟じる「詩吟」と剣や扇を持って詩吟に
合わせて舞う「剣詩舞」が融合した日本古来の伝統芸能です。
　芸術の秋に相応しく日本人の魂を揺さぶる伝統芸能に触れてみ
ませんか。
　大合吟、吟詠、剣詩舞から「平常心」「壇の浦を過ぐ」「近江八景」

「春望」「中秋の月」他が演じられます。

　「尺八楽」「筝
そうきょく

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
こきゅう

弓」「一
いちげんごと

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。

　区民の方を対象に、教養講座（文学・文化・
歴史・時事・語学等）をはじめ、趣味（手工芸・
絵画・陶芸・園芸等）や生活、暮らしと健康、ス
ポーツ、家庭教育や子育てに関することなど、
短期講座やイベントを企画、実施してみません
か。詳細は、レガス窓口及び生涯学習館にある
募集要項をご覧ください。

　応募される団体を対象に、説明
会を行います。希望団体は、前日ま
でに学習・スポーツ課へ電話か
FAX でお申し込みください。

　刺繍、陶芸品、木彫など、手の込んだ素晴らしい作品を多数展示い
たします。
展示期間11月19日（金）～ 21（日）　9時～ 18時（最終日15時まで）

　植物・人物・景色など、様々なテーマの写真を展示いたします。力作
が多く、先生方も審査が難しいほどの作品が並びます。
展示期間11月19日（金）～ 12月5日（日）　9時～ 18時（最終日17時まで）

　日々の生活の中から生まれた感受性豊かな作品を多数展示いたし
ます。会場で作品集を配布いたします。
展示期間11月19日（金）～ 21日（日）　9時～ 18時（最終日15時まで）

　季節の花を使い、色鮮やかな作品や落ち着いた基調のいけ花を展
示いたします。お好みの作品を見つけてください。
展示期間11月19日（金）～ 21日（日）　初日11時から最終日15時まで
添え釜（無料お茶席）先着100名　11月20日（土）11時～ 15時

子どもいけ花・茶の湯教室受講者によるいけ花展示
11月20日（土）・21日（日）（初日11時～最終日15時まで）

日時 テーマ 定員 備考

12月4日（土）
10:00 ～ 12:00

日頃の悩みがスッキリ片付く収納
～部屋も心もすっきりするには～ 30名 参加料200円

託児あり※6ヶ月以上の未就学児　先着15名

12月18日（土）
10:00 ～ 12:30

シニア世代の住まい ･インテリア
～シニアライフをイキイキ過ごすために～ 30名 体験等あり

うごける服装で

　住まいの悩みを解決！プロが伝えるインテリア選びのコツと工夫。

　初めて確定申告をする方でも申告書が作成できるよう、申告書の書き方
や確定申告のポイントを解説。毎年確定申告をする方にも、節税ワザやよ
くある間違いなど役立つ情報満載です。

場 コズミックセンター　5階　大研修室協 日本フリーランスインテリアコーディネーター協会（JAFICA）申 11月
5日（金）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）と受講希望テーマ（複数可）を記入し、学習･スポーツ課へ。託児希望の方は必ずお電話にてお申し
込みください問 学習・スポーツ課　☎3232-5121 日 ①12月3日（金）　18時30分～ 20時30分　②12月11日（土）　10時～

12時（①②ともに同内容）場 コズミックセンター　3階　大会議室対 区内
在住・在勤の方　各先着50名協 大林公認会計士事務所　大林善次氏申 11
月5日（金）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）のほか希望日を記入
し、学習･スポーツ課へ問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

くらしを彩るインテリア
確定申告2011

無料

　マジックを覚えると披露したくなり、人に喜ばれ輪が広
がります。毎日がマジックのように楽しくなります。
※12月4日のコズミック・イリュージョン（6面掲載）に特
別ご招待あり。

　グリーンアドバイザーの指導によりXmasに向けての寄せ植えや、
ハンギングバスケット作りを予定しています。

　ファッションやメイク、インテリ
アにいたるまで、色の組み合わせ
で印象はガラリと変わります。
　なりたい自分に近づく色や安
らぐ色、老けて見えてしまう色、
さまざまです。そんな色の不思議
を知り、パーソナルカラーや配色
テクニックで日常生活を演出。
※ミニカラーカードをプレゼント

　神楽坂の風情ある石畳と、西新宿のイルミネーション輝く夜景。新宿が見せる二つの表情を撮影し
ます。神楽坂はアマチュアモデル撮影。撮影ポイントを聞いたら、あとは思いっきり自分の感性で！
※カメラ持参（カメラの種類は自由です）

手工芸展

なんと2日で、マジシャン!?

知らなきゃ損！

初心者マジック教室

ガーデニング体験会
写真撮影教室～神楽坂と西新宿～

ライフスタイルを豊かにするカラー

写真展

短歌・俳句・川柳展

いけ花展

区民プロデュース事業
短期・イベント下期実施団体

追加募集

事前
説明会

会　場コズミックセンター（大久保3-1-2）

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

申込み 11月18日（木）必 着。 往
復はがきまたは受信可能
なFAXがある場合は FAX
3209-1833へ記載例（8面）
を記入し、学習・スポーツ
課へ

問合せ 学習・スポーツ課
☎3232-5121

対　象区内在住・在勤の方　先着25名
参加料 全3回　1,500円
講　師 写真家　久米たかし氏
申込み 11月18日（木）必着。往復はがき、受信可

能なFAXがある場合FAX 3209-1833へ記
載例（８面）のほか、三脚所有の有無を記
入し学習・スポーツ課へ

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

区民による
文化・芸術の祭典

無料
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参加料 400円（マウスピース代含）
※付き添いの方1名まで無料（教室に参
加される場合は400円）

申込み 11月15日（月）必着。往復はがき・電話・
FAX 3209-1833で記載例（8面）のほ
か、介助者・車イス利用の有無を記入
し、学習・スポーツ課へ

問合せ 学習・スポーツ課
☎3232-5121

参加料 無料
申込み 11月22日（月）必着。電話、往復

はがきまたはFAX 3209-1833で
学習・スポーツ課へ

問合せ 学習・スポーツ課
☎3232-5121

日　時 夜間クラス
11月30日（火）、12月2日（木）・4日（土）・7
日（火）・9日（木）・11日（土）
19時～ 21時

会　場コズミックセンター　1階　弓道場
対　象区内在住･在勤の方優先　15名（多数抽選）
参加料 全6回　3,000円

日　時 11月20日、12月4日・11日の土曜日
10時～ 11時45分　全3回

会　場コズミックセンター　2階　大体育室
対　象障がいのある方20名・スポーツ吹矢の支

援や指導に関心があり、障がいのある方
とともに活動していただける方10名（ど
ちらも多数抽選）
※指導者・支援者バンク登録者は登録証
をお持ちください

協　力 ㈳日本奇術協会
日　時 12月4日（土）14時30分～ 15時30分予定
会　場コズミックセンター　2階　多目的室
対　象 区内在住・在勤・在学の障がい者手帳所持者

と家族※要・車イス利用の有無
定　員家族・介助者を含めて50名（多数抽選）

障がいのある方と支援者のためのスポーツ吹矢教室

「奇術の日巡回公演」に障がいのある方をご招待

　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）

　スポーツ吹矢で心身ともにリフレッシュ。障がいのある方とご家族、支援者も一緒に楽しみ、健
康になりましょう。よーく狙って…フッ!!　命中した時の爽快感は最高です。

　障がいのある方とご家族にプロのマジックショーをご覧いただく企画です。目の前で起こる不思
議ワールドを体験しに来ませんか。※マジックの「ワン・ツー・スリー」の掛け声にちなみ、12月3
日は「奇術の日」と制定されています。

初心者弓道教室

③いきいきウォーク新宿ウォーキングイベント　約5km
若葉公園と白銀公園に完成した低負荷遊具のお披露目です。参加料無料。ぜひご参
加ください。

②神田川ウォークその２　約８km
3回シリーズの2回目です。秋の神田川沿いを楽しみましょう。

日 11月9日（火）　受付時間8時40分～ 9時　解散予定時間12時頃 集合 上野公園噴水池
前（JR 上野駅）解散 東武線、京成線　押上駅前問 NPO 法人新宿区ウオーキング協会　☎
090-3217-4109

日 11月17日（水） 　受付時間8時40分～ 9時　解散予定時間12時頃 集合 玉川上水第
三公園（京王線下高井戸駅北）解散 せせらぎの里（西武新宿線下落合駅）問 学習・スポー
ツ課　☎3232-5121

日 11月27日（土） 　受付時間9時10分～9時30分　解散予定時間12時頃 集合 四谷見附公園
（JR中央線、地下鉄南北線・丸ノ内線　四ツ谷駅　徒歩5分）解散 白銀公園（地下鉄東西線神
楽坂駅）問 NPO法人新宿区ウオーキング協会　☎090-3217-4109

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

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

①東京スカイツリー周辺ウォーク　約9km
上野・入谷・浅草、隅田川沿いから桜橋、業平橋、十問橋へ。東京スカイツリーを各
方方から楽しめます。

地域で支える子どもたちの成長

子ども未来講座

　－162℃で風船はどうなるの？最近よく聞く燃料電池ってどんなもの？実験を
通し、身近なエネルギーの有効利用について考えてみませんか。

　「放課後子どもひろば」は、平日の放課後や学校の長期休
業中に、子どもたちが自由に集い、自主的に活動する「遊び・
学びの場」です。今、ひろばでは、外遊びとして野球やサッ
カーに限らず、鬼ごっこや縄跳びなど色々な運動をしてい
ます。特技を活かして、「運動の楽しさ」を子どもたちに教え
てくださるボランティアさんを、お待ちしています。

応募資格子どもに運動を教えたい方、子どもとからだを動かしたい方
内　容 子どもに運動を教えること、子どもと一緒に運動すること
日　時 平日の放課後や学校の長期休業中の、放課後子どもひろば開催時間内で、ご都合のよい時間帯
場　所区各小学校内「放課後子どもひろば」

津久戸・江戸川・市谷・愛日・早稲田・鶴巻・牛込仲之・余丁町・四谷・大久保・天神・戸山・戸塚第一・戸塚第二・
落合第二・落合第三・落合第四・落合第五・落合第六・淀橋第四・柏木、計21校

問合せ 子ども･地域課　☎3232-5122

日　時 12月1日（水）
16時30分～ 18時

会　場コズミックセンター
8階　科学教室

対　象区内在住・在学の小学生
定　員 30名
参加料 無料
協　力東京ガス　地域広報グループ

協　力区弓道連盟
申込み 11月21日（日）必着。往復は

がきに記載例（8面）を記入
し、学習・スポーツ課へ

問合せ 学習・スポーツ課
☎3232-5121

体 験 しよ う ！

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

秋プログラム「太陽系の旅と秋の星空」
冬プログラム「ビッグバンと冬の星座」

星空おはなし会

星空コンサート　11月・12月

　空気が澄んで一年で最も星のよく見える季節がやってきました。プラネタリウムでも、冬
プログラムがスタートいたします。宇宙誕生後の姿を描く「ビッグバン」の解説とともに、有
名なオリオン座の物語もあわせてお楽しみください。

日　時「太陽系の旅と秋の星空」プログラ
ム：11月13日（土）、21日（日）

「ビッグバンと冬の星座」プログラ
ム：11月27日（土）、12月11日（土）、
19日（日）、25日（土）、26日（日）1月
以降もあり

クリスマス星空ふしぎげきじょう−まほうとぼうけんとクリスマスをめぐるたび−
オズのまほうつかい、うさぎのはらのクリスマスなど紙芝居、パネルシアターをお楽しみください。
日　時 12月12日（日）14時～ 15時
対　象どなたでも
料　金未就学児と保護者1組500円、小学生以上1人200円、中学生以上1人500円

　インドの弦楽器シタールの神秘的
な音色と、星空にまつわる朗読のコラ
ボレーション。
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）19時開演

　クリスマスなメロディーで楽しくロマン
ティックナイトを。
演　奏レ･クロッシュ（チェロとピアノのデュオ）
日　時 12月24日（金）19時開演

①シタールとピアノで紡ぐ～
　インド星物語

②チェロが歌う
　クリスマスコンサート

季節の星空解説もあわせてお楽しみいただけます。＊開場は開演30分前

投影時間 各日とも、10時30分、13時30分、
14時50分からの1日3回。
＊投影時間は約50分。

定　員先着150名
料　金高校生以上300円、中学生以下無料。

いずれも投影開始30分前からプラ
ネタリウム受付にて販売開始

申込み 11月22日（月）必着。往復はがきに記載
例（8面）のほか、学校名・学年を記入し、
子ども・地域課へ。受信可能なFAXが
ある方はFAX 3209-1833でもお申し込
みいただけます。
※締切日以降のお申込みについてはお

問合せください
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122 外遊び（運動）

ボランティア
大募集！

定各140名料1席1,500円　※未就学児入場不可申11月5日（金）より入場チケット発売
（①は販売中）。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



☎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。

新宿の多彩な魅力を発信します！

新宿人onステージ

vol.6 子どもの成長と地域の活動を応援！

観光ポータルサイト
「しんじゅくナビ」オープン！

　子ども・地域課では区内の子どもたちと地域の活動をサポートする事業を提供し
ています。
　子どもたちに年間を通してバスケットボール・フットサル・水泳・図工・料理・科
学実験など、多岐にわたる分野で楽しい講座を開講しています。中高生ももちろん、
ボランティアなどの日頃できない体験をしてもらっています。
　また、学校を利用して、子どもたちの居場所「放課後子どもひろば」を現在21校受
託運営しています。地域の中では、区立の小中学校の校庭・体育館・会議室等を開放
してスポーツに文化に力を注ぐ方々の活動の場を提供しています。

ステージ出演者大募集！

対　象16 歳以上の方
日　時 平成23年1月30日（日）　7時50分集合予定。14 時30分解散予定。

※配置場所によって異なります
活動内容沿道整理員・受付・クローク係等
申込み 平成22年12月2日（木）までに☎3232-5121（20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 記念Quoカード・お弁当支給あり
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5121

日　時 平成23年1月30日（日）
10時～ 15時

会　場明治公園
申込み 11月30日（火）必着。コズミックセ

ンター窓口等に備付（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

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　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！

　明治公園の特設ステージを彩る出演者を大募集！バンドやダンスチームなど、表現
ジャンルは問いません！大勢の観客が見守る舞台で、練習の成果を爆発させましょ
う！

近所で健康づくりがしたいな…
地域の活動に参加したいな…
　私たち子ども・地域課は地域の皆さまと協働して、
生涯学習･スポーツの機会を創出していきます。

①地域スポーツ･文化事業
区立小中学校を主な会場として、地域の方によるスポー
ツ教室や文化活動の実施をサポートしています。地域の
誰もが気軽にスポーツや文化活動に親しみ、健康で明る
く活力のある生活を送ることができる環境をつくってい
きます。詳細は次号11月20日号でご紹介します。

②学校施設の活用
区立小中学校の体育館や会議室、夏休みのプールを生涯
学習･スポーツ活動の場として開放しています。

①放課後子どもひろば
｢放課後子どもひろば｣は、楽しく健康的な放課後が過ごせるようにと
設置された遊びと学びの場です。平成
22年度現在、区内小学校の21校を受託
運営しています。詳しくは次号11月20
日号でご紹介します。

②子どもクラブ
主な講座

【レガス子どもクラブ】年間20回の体験
プログラム。3月募集開始予定

【レガスクラブ】各種目ごとのクラブ。４月
募集開始予定
スポーツ系：バスケットボール・フットサ
ル・水泳・チアリーディングなど
文化系：英語・料理・図工など

【のびのびクラブ】運動が苦手な子のための
クラブ

【子ども未来講座】実験や工作などの科学教室。3月5日（土）は科学の
お祭り「サイエンスフェスタ」を開催！

【新宿ミュージカル講座】歌にダンスに芝居。最後には修了発表会も。
高校生以上も参加できます

③子ども青少年体験プログラム
【夏休み子ども講座】夏休みを中心に歴史や博物館に関する体験・見
学講座を開催

【中学生･高校生体験事業】中高生が主役の講座。ボランティア活動そ
の他体験プログラムなど

　地域ポータルサイト「しんじゅくノート」内に、区内の観光
情報をPRするサイト「しんじゅくナビ」がオープンしました。
　サイト内では区内で行われるイベント情報やおすすめス
ポット、観光Q＆Ａなど地域に密着した観光情報を随時発信
していきます。皆様からの情報もお待ちしています！

「しんじゅくノート」URL:http://shinjuku.mypl.net/

マラソンボランティアスタッフ大募集！！

母語が日本語でない
子どもたちを支援する 日本語の教え方講座

ニュージーランド産ハチミツの
美味しい味わい方

受講者
募集！

　ニュージーランド人の国民一人
当たりのハチミツ年間消費量は日
本人の約７倍！ハチミツはニュー
ジーランド人の食生活に欠かすこ
とのできないものです。ニュージー
ランドのハチミツについての豆知識
と味わい方を体験しましょう！

　日本での生活環境に適応するのに苦労する日本語を母語としない子どもたち。
そんな外国にルーツを持つ子どもたちのために日本語を教えたい方、ぜひこの講
座に参加して、ボランティアとして活躍してみませんか？

日　時 12月15日（水）18時30分～ 20時30分（予定）
会　場四谷地域センター（内藤町87）
講　師 神楽坂PBeesスタッフ
対　象どなたでも　30名
参加料1,000円
申込み 12月5日（日）必着。電話、往復はがきまたは受診

可能なFAXがある場合 FAX 3350-4839へ記載例
（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 平成23年1月14日（金）～ 3月4日（金）毎週金
曜日
13時30分～ 16時　全8回

会　場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）

講　師 関口明子氏ほか公益社団法人国際日本語普及協
会（AJALT）所属教師

対　象次の（1）～（3）すべてを満たす方。（1）これか
らボランティア活動を始めたい方（2）原則とし
て全回出席可能な方（3）講座終了後、新宿区で
の子ども向け日本語学習支援事業等に参加でき
る方※新宿区での放課後日本語学習支援に参
加するには本講座の受講が必須となります

H    P「しんじゅくナビ」URL：http://shinjuku.mypl.net/shinjuku_
navi/

問合せ 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
※新宿シティプロモーション推進協議会では新宿区観光協

会、新都心新宿PR委員会、新宿区、当財団が連携し、新
宿の魅力を総合的にPRしていきます。

定　員 25名
受講料 無料
申込み 平成23年1月5日（水）必着。FAX、E

メール、郵送のいずれかで、文化交流
課まで。「名前（ふりがな）、住所、電話
番号、参加したい理由」を明記し、文化
交流課へ。応募者多数の場合は抽選し、
結果を応募者全員にお知らせします
※資格が取得できる講座ではありませ

ん
問合せ 文化交流課　☎3350-1141 

FAX3350-4839
E-mail:bunka@regasu-shinjuku.or.jp

地
域

子
ど
も

子ども・地域課

レガス図工クラブ

しんじゅくナビ

英語クラブ

ミュージカル講座発表会

チアリーディングクラブ

問子ども・地域課　☎3232-5122

ココをクリック！！



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。

● 休館日　 : 月曜定休
● 開館時間 : 午前10時から午後6時まで
 ※入館は午後5時30分前まで

山口 華楊〈幻化〉　1979年　紙本彩色

2010年11月20日［土］－12月26日［日］

・ ゴッホ

・ ゴーギャン

・ セザンヌ

・ 東郷 青児

・ グランマ・
 モーゼス

・ ルオー

・ 山口 華楊

・ 岸田 劉生

・ ルノワール

・ 奥村 土牛

・ 東山 魁夷

・ 平山 郁夫

所蔵作品展
損保ジャパン東郷青児美術館コレクション

所蔵作品展
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展 新宿大ガード下・北側歩道
問 学習・スポーツ課

☎3232-5121

展示中～25日（木）

新宿文化ロード
宝塚大学東京新宿キャンパス学生
作品展

11月26日（金）～
12月23日（木・祝）

平成22年度新宿区第30回障害者
作品展
区内で活躍する皆さんの絵画・工
芸品を展示します。

11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。

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。

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
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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
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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。

音　楽

メサイア　コンサート　無料ご招待
11月28日（日）14:00～開演　新宿文化センタ
ー大ホール　先着30名　受付11・5～11・6のみ
090-3426-4002　合唱団コール・クライス

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

♪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

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

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

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

歌・ジャズ・ポップス・日本の曲もOK ！
体操　腹式発声　ピアノ伴奏＋カラオケ
音痴歓迎　高田馬場他 ARmuｓiｃ 3368-7318

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

外国語・外国文化

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 
ホームページは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

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

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
角筈地域センター　火曜11:05～　2200/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

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 加藤迄3429-6941
花茶共に月1回費花材水屋含み各2000円

（場）第２落合センター土又は日　9:30頃から。

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

フラワーアレンジメント＆園芸
講習料は今までの半額1000円。子供連可
講師免許取得。納戸町アート大橋☎3268-4518

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　03-5389-2154 中川
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：11/13・27（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

　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。

公益財団法人新宿未来創造財団職員募集

★やさしいヨガ　４回チケット5250円★
楽しくリラックス♪　新宿駅西口徒歩８分
深堀ヨガスクール☎3365-3203　f-yoga.com

楽しくわかりやすいフラダンス　初心者歓迎
月４回　金曜日（10時～11時）　場所（元気館） 
月４千円　入会金無料　☎03-3202-5731平野

健康ケア音楽体操とフラダンス
月2回四谷地域センターにて高齢大歓迎 
体験見学無料3350-1416

Ａ級の若いプロに素敵な社交ダンスを習う会
毎週（火）午後２～３時／（金）午後８～９時
入会金なし、１回２千円　参加の都度支払
初心者優遇の個人レッスンも随時募集中
連絡先　090-5395-2732　高井

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

その他

舞台美術制作会員募集　未経験者歓迎
平安風雅の舞台を彩る紗幕・背景幕・舞装束
Tel：39548721　地域センター・大学教室　於

ベビーマッサージ教室 hapimama ＠神楽坂
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/

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/

役　職課長職 職　種一般事務 採用予定数若干名
受験資格大卒以上、民間企業等での職務経験が20年以上、且つ管理職としての

職務経験が7年以上あり、採用当初から所属課の課長として財団経営を
担うことができる方など

採用予定日平成23年4月1日
初任給月380,800円～（平成22年の給料表による）

※役職手当（月60,000円）、扶養手当、通勤手当、住居手当、賞与、管理
職特別勤務手当あり

勤務時間週平均38時間45分（※土・日・祝日の出勤あり）、4週間につき8日の休み
休　暇年次有給休暇、夏季休暇等 社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険など
定年制 60歳（65歳までを延長する制度あり）
選　考 ①申込書類審査（受験資格、作文審査等）　②筆記及び論文試験※①合

格者のみ　③面接試験※②合格者のみ
締　切11月17日（水）必着 その他 詳細は採用試験案内を参照
申込み 所定の申込書（コズミックセンター・大久保スポーツプラザ・各生涯学

習館・新宿歴史博物館・新宿文化センター・新宿区役所で配布、HPか
らダウンロード可）を締切日までに直接(窓口受付9時～ 21時　※11月
8日（月）は17時まで)または郵送で経営課へ

問合せ 経営課　☎3232-7701

　8月18日より、サービス停止中の「新宿区スポーツ施
設音声応答サービス」は、システム復旧の見込みがな
いことが判明したため、平成22年11月末日をもって
サービスを廃止させていただくこととなりました。
　利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますこと
を、深くお詫び申し上げます。  
　今後の施設予約につきましては、下記の方法でお
手続きくださいますようお願い申し上げます。
①インターネット予約…公益財団法人新宿未来創造

財団の『屋外スポーツ施設のご利用案内』（http://
www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=671）より→『団
体ログイン』をクリック

②窓口予約…コズミックスポーツセンターまたは、大
久保スポーツプラザで行っております。

　ご不明な点はお問い合わせください。
問施設課　☎3232-7701

屋外施設用「新宿区スポーツ施設
音声応答サービス」の廃止について




