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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。

実施校    津久戸小・江戸川小・市谷小・愛日小・早稲田小・鶴巻小・牛込仲之小・余丁町小・四谷小・大久保小・天神小・戸山小・戸塚第一小・
 戸塚第二小・落合第二小・落合第三小・落合第四小・落合第五小・落合第六小・淀橋第四小・柏木小（以上21校財団受託）
 ※富久小・四谷第六小・戸塚第三小の詳細については、区子ども家庭部子どもサービス課へお問い合わせください
実施日時  月曜日～金曜日の平日（長期休業中等も実施）
 放課後開始～最長18時まで（終了時間は季節や学校により異なります）
 ※長期休業中は10時より実施

対 象    区内在住か区立小学校在学の児童であれば、どの学校のひろばも利用できます。
 近くの学校の子どもひろばをぜひご利用ください。通学している学校以外もＯＫ！
登録料  年額保険料200円。ご利用の際は保護者による年度毎の登録が必要です。各子どもひろば、コズミックセンターにてご登録いただけます。 

問 子ども・地域課　☎3232-5122／区子ども家庭部子どもサービス課  ☎5273-4544

児童の学びと遊びの場

放課後
子どもひろば

区立小学校の活動室、校庭や体育館を

利用した、放課後の小学生がのびのびと、

安心して安全に過ごせる居場所です。

こんなこともやって
ます！

　将棋教室、ドッヂビー教室、工作教室…
子どもたちは、プログラムの日をとても楽しみ
にしています！
　そのプログラムには、幅広い年代のボラン
ティアの皆さんに運営協力をしてもらってい
ます。得意分野を生かして、子どもたちの楽
しい時間をつくるお手伝いをしていただける
ボランティアを随時募集しています。

日本将棋連盟の
先生が指導

地域の方による
読み聞かせ

ひろばのルール、
確認ＯＫ！

七宝焼に
挑戦！

思い思いに
遊んでいます

ひろばに来たら、
まず宿題…

巨大ロボット、
作っちゃお

サッカー
しようよ！

校庭ダッシュ！！

シュート——ッ！！ 

難易度、高し！ ちいさい秋、
みぃつけた～

ヨガに
初チャレンジ！

ドッヂビー対決、
負けないぞ！

折り紙に夢中…



戸塚第三小
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わせだ地域スポーツ文化協議会

落合中学校区地域スポーツ文化協議会

●早稲田小

4日（土）・11日（土）・18日（土） 親子スポーツ
12日（日） 遊び場開放
毎週土・日曜日 サッカー、野球教室

●鶴巻小

バドミントン 7日（火）・14日（火）・21日（火）
卓球教室 15日（水）
太鼓（低学年） 1日（水）・8日（水）・15日

（水）・22日（水）
太鼓（高学年） 2日（木）・9日（木）・16日

（木）・23日（木）
太極拳 2日（木）・16日（木）
切り絵 4日（土）

●牛込第二中

毎週土・日曜日 サッカー教室

●榎町地域センター

5日（日） ユニカール・輪投げ

●落合第一小

5日（日） 遊び場開放、親子スポーツ（ビーチ
ボールバレー）
11日（土）・18日（土） 遊び場開放
12日（日） 遊び場開放、親子スポーツ（ドッ
ジボール）
19日（日） 遊び場開放、親子スポーツ（フッ
トサル）

●落合第四小

5日（日） バレーボール
11日（土） 遊び場開放
12日（日） バドミントン
19日（日） 日大生さんと遊ぼう
※落合少年少女合唱団も
活動中（団員募集中！）

●落合中

4日（土） ジョイントコンサート
18日（土） ビーチボールバレー、卓球、テニ
ス、グラウンドゴルフ、（楽しい科学あそび）
※平成23年2月6日に「宇宙学校・しんじゅ
く」を実施予定。申込受付は12月25日よ
り開始します

よどばしKaTクラブ地域
スポーツ文化協議会

西戸山中学校区地域スポーツ文化協議会

西戸山第二中学校区地域スポーツ文化協議会

落二地域スポーツ文化協議会（落二地域クラブ・オーツー）

●西新宿小

4日（土） ドッジボール、バレーボール
（9人制）、囲碁
5日（日）・19日（日）・26日（日）　
ビーチボールバレー
11日（土） 囲碁
18日（土）・25日（土） ユニカール、ドッジ
ボール、バレーボール（9人制･6人制）

●西新宿中

4日（土）・18日（土） テニス・バドミントン・カ
ポエィラ･３B体操･卓球･サッカー･バレー
ボール

●淀橋第四小

4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）・ 
18日（土）・19日（日）・26日（日） スポーツ各種

●西戸山小

1日（水） 英語読み聞かせ

●西戸山中

11日（土） クリスマスコンサート

●戸塚第三小

4日（土） 野球
5日（日） ダンス
11日（土） バレーボール、 南京玉すだれ
18日（土） ドッヂビー、スポーツチャンバラ
19日（日） クッキング
25日（土） 書き初め
23日（木・祝） ウインターフェスティバル

●落合第二小

26日（日） 書き初め

●落合第三小

4日（土） 卓球
11日（土） バドミントン
18日（土） ビーチボールバレー

●落合第五小

4日（土） ソフトボール 
            予備日11日（4日雨天時）
5日（日） 卓球
18日（土） すくすく運動会（地域の幼小対象）
19日（日） サッカー

●落合第六小

5日（日） ドッヂビー
12日（日） 卓球
18日（土） ドッジボール
19日（日） 野球

●落合第二地域センター

18日（土） ユニカール・輪投げ

いつもより高く飛んでます

みんな揃ってハイポーズ

西戸山中クリスマスコンサート

落合第五小 卓球

落合第六小 ドッヂビー

戸塚第三小 ウインターフェスティバル

西戸山小読み聞かせ

　お住まいの地域で実施している「地域スポーツ・文化事業」をご存じです
か？地域のスタッフが協議会を運営し、小学校や中学校を会場として、週
末を中心にさまざまなスポーツや文化プログラムを実施しています。子ども
からお年寄りまでたくさんの方が楽しく活動しています。各地域スポーツ・文
化協議会では、ここでは紹介しきれない魅力あふれる活動を数多く行ってい
ます。週末は、お近くの学校で気軽に健康づくりしてみませんか？

※各種目により、参加要件、開催時間等が異なります。
   詳細は子ども･地域課までお問い合わせください
問  子ども・地域課　☎３232-5122 

落合中　卓球

榎地区釣り大会

榎地区ドッジボール大会

落合中　準備体操
（グランドゴルフ）



西新宿小

四谷中

四谷第六小

四谷小

西戸山第二中

戸塚第三小

西早稲田中

落合中

牛込仲之小

牛込第三中

戸塚第一小

戸塚
第二小

津久戸小

愛日小

江戸川小

牛込第一中西戸山中

淀橋第四小

落合第四小

戸山小

西戸山小

西新宿中

柏木小

市谷小東戸山小

鶴巻小

早稲田小

牛込第二中

余丁町小大久保小

富久小

花園小

天神小

新宿中
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四谷地域スポーツ文化協議会

若松地域スポーツ文化協議会

箪笥地域スポーツ文化協議会

トレスポ地域スポーツ文化協議会

●四谷小

4日（土）・11日（土） サッカー
11日（土） 校庭遊び場開放

●四谷第六小

11日（土）・18日（土） 書道教室 
※第２・４水曜日には、ヒップホップ教室を開催

●花園小

12日（日） 卓球教室、ソフトボール
※第3水曜日は、水曜ルームを開催
18日（土） スポーツ交流会（タグラグビー、
硬式テニス、ソフトテニス、輪投げ）
11日（土）・18日（土） ストレッチ教室

●四谷中

4日（土） スポーツ交流会（タグラグビー、硬
式テニス、ソフトテニス、卓球、ユニカール、
輪投げ）、ストレッチ教室
10日（金） スポーツ交流会（フットサル）
15日（水）・20日（月） 漢検教室
毎週水曜日（29日を除く） 
スポーツ交流会（ラグビー）

●四谷ひろば

7日（火）・14日（火）・21日（火） ストレッチ教室 

●新宿地域交流館

9日（木） ストレッチ教室

※四谷ひろばと、新宿地域交流館は、それ
ぞれ200円、100円の参加費が必要です

●牛込仲之小

11日（土）・18日（土） ターザンロープで遊ぼ
う、遊び場開放

●富久小

5日（日）・19日（日） 親子スポーツ
11日（土） 図書室開放
18日（土） 遊び場開放

●余丁町小

4日（土） 図書室開放、和太鼓クラブ、遊
び場開放
5日（日） 親子スポーツ、ビーチボールバ
レー、遊び場開放
11日（土） テニスクリニック、遊び場開放
12日（日） 親子スポーツ、遊び場開放
18日（土） 和太鼓クラブ、遊び場開放
19日（日） 遊び場開放

●東戸山小

18日（土） サッカー教室
19日（日） バレーボール教室
25日（土） ちゃれんじクラブ、大江戸ダンス

●天神小

18日（土） タグラグビー、パドルテニス

●新宿中

4日（土）・18日（土） テニス、バドミントン、レッ
ツ・エンジョイ・イングリッシュ、土曜スクール
11日（土） グラウンドゴルフ、バドミントン、レッ
ツ・エンジョイ・イングリッシュ、土曜スクール
25日（土） バドミントン、グラウンドゴルフ

●津久戸小

4日（土） 少年野球教室、少年剣道教室、
親子卓球教室
5日（日） もちつき大会、少年野球教室
11日（土）・18日（土） 少年野球教室、少年
剣道教室、親子卓球教室
12日（日）・19日（日） 少年野球教室

●江戸川小

4日（土）・18日（土） 書道教室
5日（日）・12日（日） 遊び場開放
11日（土） もちつき大会
19日（日） クリスマスお楽しみ会、遊び場開放

●市谷小

4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）・
18日（土）・19日（日）　遊び場開放

●愛日小

4日（土） スポーツパーク、遊び場開放
5日（日）・12日（日）・19日（日） 遊び場開放
11日（土） もちつき大会
18日（土） バドミントン教室

●牛込第一中

5日（日）・19日（日）・23日（木・祝） 遊び場
開放
12日（日） 折紙ヒコーキ教室
26日（日） グラウンドゴルフ

●牛込第三中

12日（日） 午前：親子キャッチボール、午後：
サッカー教室
26日（日） 午前：サッカー教室、午後：ユニ
カール、親子キャッチボール

●戸塚第一小

18日（土） 親子バレーボール、ミニバスケット
ボール、バスケットボール
25日（土） ドッヂビー、スポーツチャンバラ

●戸山小

4日（土） ドッヂビー、スポーツチャンバラ、
親子卓球、卓球
12日（日） 親子バドミントン、バドミントン
18日（土） バトントワリング
25日（土） 親子バレーボール、バレーボール

●西早稲田中※対象はすべて中学生以上

1日（水）・8日（水）・15日（水）・22日（水）　
バドミントン
3日（金）・10日（金）・17日（金）・24日（金） 
スポーツチャンバラ
4日（土）・18日（土） バスケットボール

●戸塚第二小

11日（土） ミニバスケットボール、バスケット
ボール

●大久保小

4日（土） ミニバスケットボール、親子卓球
5日（日） ソフトバレーボール
11日（土） ドッヂビー、スポーツチャンバラ、
親子バレーボール、バレーボール
12日（日） テニス
19日（日） 親子バドミントン

西早稲田中 バドミントン

江戸川小もちつき

津久戸小バスケット
ストレッチ教室 タグラグビー

ドッジボール 土曜スクールタグラグビー

☎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（新宿文化センター） ☎03-3359-3729観光課

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。



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　
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

●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
料  全席指定1,000円

●ファミリー音楽館●
ニューイヤーコンサート
出演  円光寺雅彦（指揮）、東京フィル
ハーモニー交響楽団ほか 日 平成23年
1月23日（日） 15時開演 料 全席指定
4歳～高校生1,000円、おとな1,500円

（小さなお子さまは静かに鑑賞できる方）

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。

往復はがきでお申し込みの際は、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

　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。

新宿文化センター大ホール公演

新宿風景Part2 戦後編

新宿駅東口・七夕祭り（昭和35年頃）

　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！※記念Ｑuoカード・お弁当支給あり
対    16歳以上の方 日  平成23年1月30
日（日） 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  沿道整理員・受付・クローク係など  
申  12月2日（木）までにFAX3209-1833
または電話（20時まで）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
問  子ども・地域課　☎3232-5122

ボランティアスタッフ大募集！！
締切り間近！ボランティア募集

日
に ほ ん ご

本語ボランティア
養
よ う せ い こ う ざ じ ゅ こ う せ い

成講座受講生による
無
む り ょ う に ほ ん ご

料日本語クラス

　日
に ほ ん ご

本語の教
おし

え方
かた

を勉
べんきょう

強しているボランティアが、日
に ほ ん ご

本語がわからな
い外

がいこくじん

国人のみなさんに入
にゅうもん

門の日
に ほ ん ご

本語を教
おし

えます。

日  12月20日～平成23年3月14日の毎週月曜日 19時～20時 
全10回※平成23年1月3日（月）・10日（月）、2月21日（月）は休講 
場  新宿文化センター 4階第1会議室 
対 日本語が全くわからない方、日本語が少しだけわかる方 20名 
申 FAX、Eメール、郵送のいずれかで、「名前、ふりがな、住所、電
話番号、国籍」を記入し、文化交流課へ
問 文化交流課 ☎3350-1141 FAX 3350-4839 
E-mail bunka@regasu-shinjuku.or.jp 

学
がくしゅうしゃ

習者
募
ぼ し ゅ う

集!！

無料

写真展
無料

休館日のお知らせ

好評発売中！！
問 文化交流課　☎3350-1141

　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。

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）
問 文化交流課　☎3350-1141

フレッシュ名曲コンサート「第九演奏会」
公演迫る！！

〈金聖響〉©Eisuke Miyoshi

日程 問合せ先

新宿歴史博物館
全館休館

12月1日（水）～平成
23年1月31日（月）
空調設備工事のため

学芸課 ☎3359-2131

コズミックセンター
臨時休館

12月13日（月）～17日
（金）施設整備のた
め※1階事務所窓口
は9時～17時の間営
業いたします

施設課 ☎3232-7701

年末年始休館 12月29日（水）～
平成23年1月3日（月）

【コズミックセンター・大久保スポーツプラザ】
施設課 ☎3232-7701

【林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館】
学芸課 ☎3359-2131

【新宿文化センター・しんじゅく多文化共生プラザ】
文化交流課 ☎3350-1141

【各生涯学習館】
学習・スポーツ課 ☎3232-5121

利用者の皆様にはご不便をおか
けいたしますが、ご了承いただき
ますようお願い申し上げます。

①「榎の今と昔」の展示会
明治から昭和にかけての写真や地図、榎地区の発掘調査資料を展示します。
日  12月4日（土）～12日（日） 9時～17時30分 場  榎町地域センター２階ロビー

②講座「榎の今と昔」
日  12月8日（水） 10時～12時 場  榎町地域センター4階多目的ホール 
料  200円 定  30名（先着順）

③まち歩き
見学予定  榎町特別出張所～済松寺～都立戸山公園～西向天神社～文化センターほか（学芸員の解説あり）
日  12月12日（日） 13時～15時 集合場所  榎町地域センター4階多目的ホール 料  無料 定  30名（先着順）

新宿歴史博物館 休館中特別企画 「出張 博物館」
第１弾 「榎の今と昔」

日  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）～
平成23年1月5日（水）、11日（火） 場  新宿文化セ
ンター 地下１階展示室（新宿歴史博物館休館中
につき）
問 学芸課 ☎3359-2131

申  ②、③は、電話またはFAX3359-5036で学芸課へ 問 学芸課 ☎3359-2131

パソコン講習会
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。

定  いずれも最少催行人数７名 申  ①パソカレッジ教室12月11日（土）必着。②アビバ教室11月27
日（土）必着。往復はがき、FAX  3209-1833のいずれかで、記載例（4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

●新春名作狂言の会●
出演  「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） 日  平成
23年1月28日（金） 19時開演 料  全席指
定 A席4,000円、B席3,000円 

●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～
出演  杉田二郎、ビリーバンバン、因幡
晃、太田裕美 日  平成23年2月10日

（木）19時開演 料  全席指定 一般
3,500円、区民割引3,000円（300名
限定）

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～

平成23年1月8日（土）
10時～16時３０分 4,500円

パワーポイント
一日でまるわかり（12月コース）

12月25日（土）
10時～16時３０分 6,000円

iPhoneを使ってみよう
12月4日（土）
①10時～12時３０分
②14時～16時３０分

各3,000円

インターネット
一日でたっぷりまるわかり

平成23年1月22日（土）
10時～16時３０分 6,000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1分）

はじめてのデジタルカメラ
～デジカメの基礎知識と画像をパソコンに取
り込む方法を学びます。

12月4日（土）
10時～12時 3,000円

簡単につくれる！
写真アルバム「フォトブック」体験

12月4日（土）
13時～15時 3,000円

喜久井坂


