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新年明けましておめでとうございます。今年もレガス新宿をよろしくお願いします。
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特に混雑が予想されるエリア

規制区間

マラソンコース

1

平成23年度

枠広告・レガスパーク
申込みについて

募　集 ①枠広告4月号～平成24年3
月号掲載分、②レガスパーク
上期（4月号～ 9月号）掲載分

申込書
・要項

1月11日（火）よりコズミック
センター、各生涯学習館で配
布、またはホームページから
ダウンロード可

受　付1月27日（木）9時から、ホーム
ページ、FAX3209-1833、コ
ズミックセンター窓口で受付

問合せ 経営課☎3232-7701

　財団広報紙「Oh! レガス新宿
ニュース」へ広告を掲載してみま
せんか。

区民健康マラソン

イベント＆アトラクション、当日の詳細については、
1月20日号でお知らせします。お楽しみに！

規制内容について

NEW

交通規制のお知らせ
　新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンに際し、右図のとおり交通規
制が行われます。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

■路線バスの運行変更について
交通規制中、 印のバス停留所は時間によりご利用できません。
詳細は停留所等でご確認ください。
※白61・宿75・黒77・早81・品97系統は、迂回・短縮運行となります

①甲州街道・上り（御苑トンネル）
9：00～９：30頃　通行止

②甲州街道・下り（御苑トンネル）
9：30～11：00頃　通行止

③新宿通り（新宿二丁目交差点）
9：00～10：10頃　通行止

④新宿通り（四谷三丁目交差点）
9：00～9：30頃　通行止

⑤外苑西通り（四谷四丁目交差点）
9：00～11：00頃　通行止

⑥外苑杉並線（北参道⇒外苑橋）
9：20～11：15頃　通行止

⑦新宿通り・下り（四谷三丁目⇒四谷四丁目）
9：00～10：10頃　通行止

問合せ 新宿シティハーフマラソン
実行委員会事務局　☎3232-7701

第9回

1月30日（日）
雨天決行

⑧新宿通り・上り（四谷三丁目⇒四谷見附）
9：05～9：50頃 車線規制

⑨新宿区道（四谷見附⇒市谷本村町）
9：10～10：00頃 車線規制

⑩外苑西通り（外苑橋⇒仙寿院）
9：00～12：40頃 車線規制

⑪外苑東通り（信濃町⇒四谷三丁目）
8：45～10：50頃 車線規制

⑫外苑東通り（四谷三丁目⇒曙橋）
9：00～9：35頃 車線規制

⑬外苑東通り（曙橋⇒四谷三丁目）
9：00～9：40頃 車線規制

⑭靖国通り（市谷本村町⇒新宿五丁目東）
9：10～10：10頃 車線規制

⑮明治通り（新宿四丁目⇒北参道）
9：10～11：10頃  車線規制
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「オペラ座の怪人」ファントムとクリ
スティーヌ、「レ・ミゼラブル」ジャン・
バルジャンとファンティーヌが贈る

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

パイプオルガン・マスタークラス

新宿フォーク・
ジャンボリー

ベンジャミン・
ブリテン作曲

『戦争レクイエム』
癒しのピアノ弾き語り
コンサート～青春のハートフルコンサート～

生誕100年ジャン・アランの世界

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！ “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。

　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音楽です。
平和を希求する新宿区からのメッセージと
して選曲されました。一般公募の合唱団と、
東京フィルハーモニー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。

　新春を飾る華やかで温かなピアノ弾き語
りのコンサートです。やさしい音楽でホッと
リラックスしませんか？

　希望者による演奏実技と解説を
とおして作品の魅力に迫る講座。レ
クチャーコンサートとしても楽しめます。

　“アーティストの直筆サインプレゼント”も
お見逃しなく！！

日　時 2月3日（木）　19時開演
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 全席指定　一般3,000円

区民割引2,500円（先着100枚）
※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　入主催公演入場券購入方法参照
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 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、独唱：澤畑恵美（ソプラノ）・

小原啓楼（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、鷹南学園三鷹市立中原小学
校合唱団、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、
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

料　金 全席指定一般4,000円、区民割引3,000円
（300枚限定）※未就学児入場不可。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

購　入主催公演入場券購入方法参照
（Pコード123-762）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 1月25日（火）　12時15分～ 12時45分
（途中入退場自由）

会　場新宿文化センター　大ホール
出　演シンガーソングライター　橋本陽子
予定曲 海の青、空の青（オリジナル曲）／なごり

雪／おおシャンゼリゼほか
※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 2月10日（木）　19時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演 杉田二郎、ビリーバンバン、因幡晃

太田裕美
料　金 全席指定一般3,500円、区民割引3,000円

（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。1証明書で2枚まで購
入可。未就学児入場不可

購　入主催公演入場券購入方法参照
（Pコード118-860）

　区民割引チケットをご購入の方の中から、
抽選で10名様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掲示します
ので、係員にお知らせください。プレ
ゼントは、チケットの半券とお引き換
えします。当日のみ有効。
※半券を失くされると無効になりま

すのでご注意ください
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

第101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・コズミックセンター窓口
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！

今井清隆

ビリーバン
バン

福島明也太田裕美 高関　健杉田二郎 澤畑恵美因幡晃 小原啓楼

井料瑠美

好評発
売中！！

好評発
売中！！

好評発
売中！！

新宿文化センター・
ニューイヤーコンサート

2011

好
評

発
売

中
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当日券あり！！

フ ァ ミ リ ー
音 楽 館

日　時 1月28日（金）
19時開演

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
「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）

料　金 全席指定A席4,000円
B席3,000円
※未就学児入場不可

購　入 主催公演入場券購入方法参照
（Pコード407-337）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 1月23日（日）　15時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　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）

曲　目ワルツ「美しき青きドナウ」「南国のバラ」、「天国と地獄」
序曲ほか

料　金大人1,500円、4歳～高校生1,000円　※乳幼児入場不可
購　入主催公演入場券購入方法参照（Pコード120-893）
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

新春を彩る毎年恒例の本会。
狂言会の頂点に立つ、

ご両家のスーパースター達が一堂に会し、
新年を寿ぎます！

ワルツの調べに心は弾む！
オペレッタの名曲秘曲もたっぷりと！

ウィーンの薫りを届けます。

「オーケストラと遊ぼ
う」（ワークショップ）
チケットをご購入の方
はどなたでもご参加い
ただけます。東京フィ
ルハーモニー交響楽団
と一緒に楽器体験しま
せんか？

時　間 13時～ 14時

茂山千作

茂山千五郎

円光寺雅彦 佐藤一昭菊地美奈 猪村浩之三塚直美 北村哲朗

野村万作

野村萬斎

茂山千三郎

課題曲 J・アラン作曲　①クレマン・ジャヌ
カンの主題による変奏曲（OP.78）②リ
タニー（OP.79）③2つのファンタジー

（OP.51,OP.73）
講　師早島万紀子・高橋博子（専属オルガニスト）
日　時 2月15日（火）　18時～ 21時30分
会　場新宿文化センター　大ホール
対　象財団主催「オルガン体験講座」修了生、およ

びオルガン演奏者をはじめとする一般の方
参加費 3,000円
申込み 1月31日（月）必着。往復はがき、 FAX

3350-4839で記載例（8面）のほか、演奏
希望の有無（多数の場合は、事前選定あ
り）・演奏歴を記入し、文化交流課へ。聴
講のみは当日参加も可

問合せ 文化交流課　☎3350-1141



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。

学ぶ理由は十人十色 ～放送大学をご存じですか～
・学びたい科目だけ学べる
・ １科目から学べる
・ 全国のキャンパスで学べる
・入学資格は学ぶ意欲
・自宅でマイペースで学べる
・科目群履修認証制度 (放送大学エキスパート ) 
もスタート

4月入学生募集中！
募集期間：平成22年 11月 15日 (月 )
 　　　　  ～平成 23年 2月 28日 (月 )
電話、FAX、ホームページで募集要項（無料）をご請求ください。
インターネット出願も出来ます。
フリーダイヤル ：0120-864-600
　　　　　FAX ：043-297-2781
ＴＥＬ：03-5915-0811  HP：「放送大学」で検索
FAX：03-5915-0815  東京文京学習センター

た
だ
い
ま
、
募
集
中
。

た
だ
い
ま
、
募
集
中
。

オープンキャンパス（予約制）
1 月 8日（土）・16日（日）
2月 6日（日）・19日（土）
各日 14:00～16:00
予約は東京文京学習センターまで
03-5915-0811

☎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。

　コズミックセンター大体育室
が大きな理科実験室に！大学や
企業、NPO法人がオリジナルの
プログラムを出展します。11の
ブースで、見て・つくって・体験し
て・楽しく学ぶ科学のお祭りです。
※詳細は2月5日号・HPをご覧
ください

子ども未来講座

サイエンスフェスタレガス
日　時 3月5日（土）　10時～ 16時
会　場コズミックセンター
対　象幼児（5歳以上）・小学生・中学生

※幼児は保護者同伴のこと
定　員 300名
参加料 3,000円（材料費含む）
出　展 東京理科大学川村研究室、早稲田大学理工学術院朝日研究室、

特定非営利法人子ども・宇宙・未来の会、株式会社リコー
申込み 2月5日（土）より先着順
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

日　時 1月30日（日）
10時～ 12時30分（9時50分集合）

集　合 都立明治公園入口付近・案内ブース前（新
宿シティハーフマラソン・イベント会場）

定　員 30名
参加費 400円
コース（予定）明治公園⇒建国記念文庫⇒イチョ

ウ並木・噴水⇒御観兵榎⇒絵画館（外観）
⇒なんじゃもんじゃの木⇒葬場殿跡⇒旧
日露国境天測標⇒お鷹の松跡⇒明治神宮
外苑競技場の石垣⇒学徒動員碑⇒秩父宮
スポーツ博物館（外観）⇒国立競技場正門
⇒明治公園　約2.4km

　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、時間が自由に組み立て可能です。
※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）。また日程調整のために、数日
かかることもあります

新宿まち歩きガイドツアー
あなただけのプランで新宿再発見！

　 神楽坂　漱石派？紅葉派？　～神楽坂で文学散歩～

　文豪  夏目漱石・尾崎紅葉・泉鏡花ゆかりの地を訪れます。
主な見どころ  赤城神社、尾崎紅葉旧居宅、相馬屋、見番など
所要時間  2時間　距　離 2 ㎞

1

まち歩き申込み方法

日にち・参加人数を決定する
▼

以下の中から好きなコースを選ぶ、
またはご希望のコースを

ご相談ください
▼

観光課へ電話、FAX 3359-5036
またはHPで申し込み

▼
担当ガイド団体さんと詳しい
コースについて相談

▼
当日！

まち歩きガイドモデルコース

　 新宿駅周辺・四谷　超高層のまち～新宿に残る歴史を訪ねて～

　普段通り過ぎていた街並みの意外な歴史に迫る新宿・四谷今昔散歩。
主な見どころ  新宿駅、都庁展望台、花園神社、新宿御苑など
所要時間  3時間　距　離 6 ㎞

2

　 四谷　お岩さまから追い出しの鐘まで

　新宿駅周辺の名刹。新宿の街の歴史をひも解くお江戸ツアー。
主な見どころ  田宮稲荷のお岩さん、四谷大木戸門跡、天龍寺など
所要時間  2時間　距　離 5 ㎞

3

　 落合　落合文化散歩～落合蛍の面影をさがして～

　ちょっとリッチな気分に浸れる東京・山の手文化散歩。
主な見どころ  薬王院、佐伯祐三アトリエ記念館、

林芙美子記念館ほか
所要時間  3時間　距　離 3.9 ㎞

4

神楽坂

林芙美子記念館

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、FAX 3359-5036で観光
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

科学っておもしろい！

　「宇宙」を
キーワード
に、子ども
達の心に科
学 を 伝 え、
冒険心や好奇心、生きる力を育むた
めに、それらの可能性を引き出す大
人を養成する講座です。

　日本有数のスポーツ・文化の聖地として親しまれている神宮外苑。一方で、明治～昭和の激
動の歴史が肌で感じられる史跡も数多く存在しています。ガイドさんと共に、外苑を再発見する
まち歩きツアーに出かけてみませんか。

　新聞折り込みにて配布された「Oh! レガス新宿ニュース12月5
日号」の 5面「まち歩きガイドおすすめコース」の記事中に表記の
誤りがございました。読者ならびに関係各位にご迷惑をおかけし
たことを慎んでお詫びさせていただくとともに、右記の通り訂正を
させていただきます。

誤：尼崎紅葉旧居宅
正：尾崎紅葉旧居宅

【
お
詫
び
】

日　時 3月5日（土）　9時30分～ 17時
※サイエンスフェスタ同時開催

会　場コズミックセンター
協　力宇宙航空研究開発機構JAXA
申込み 2月20日（日）必着。FAX 3209-1833で記

載例（8面）のとおり記入し、学習・スポー
ツ課へ。または、JAXAホームページhttp://
edu.jaxa.jp/event/81まで

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

レガス新宿
連携事業

大人向け･宇宙の学校

明治神宮外苑探訪 〜明治・大正・昭和の記憶を訪ねて〜

「JAXA宇宙教育指導者セミナー」

第９回 新宿シティハーフマラソン連携まち歩き

申込み 1月24日（月）必着。はがき、または
返 信 可 能なFAXがある場 合は FAX
3359-5036で、名前・住所・電話番号・
FAX番号を記入し、新宿まち歩きガイ
ド運営協議会事務局（〒160-0008　
新宿区三栄町22　新宿歴史博物館内）
へ
※定員超過でご参加頂けない場合のみ

返信いたします。お申し込み後、当
日直接集合場所にお集まりください

問合せ 新宿まち歩きガイド運営協議会事務局
（新宿未来創造財団観光課内） 
☎3359-3729
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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

展示会「江戸の絵図と明治・大正の箪笥」

協働企画展

ガイドボランティア養成講座 中村屋サロンと落合の文化人たち

無料

無料

無料

無料

無料

　新宿駅前に本店を構える新宿中村屋。明治34年（1901）に文
京区本郷でパン屋として創業し、明治42年から現在の場所を
本店として営業しています。創業者の相馬愛蔵・黒光（本名・良）
夫妻は、店の経営だけではなく、芸術や文化への理解・関心が
深く、中村屋に集う美術・演劇・文学、その他多彩な分野の人々
と広く交友しました。これは後に近代日本の文化芸術を代表す
る「中村屋サロン」とも称されます。
　本展では、中村屋に集った芸術家、文化人たちと、その作品
にまつわるドラマをご紹介します。
展示する主な作家：荻原碌山・戸張孤雁・柳敬助・高村光太郎・山本安曇・中原悌二郎・中村彝・
鶴田吾郎・中村不折・會津八一・木下尚江・犬養毅・頭山満・RB ボースなど

　東京オリンピック、安保闘争、新
宿駅西口の再開発。新宿の街並み
と人々の様子を、戦後の写真パネ
ルから見ていきます。会場では、記
念切符や入場券など新宿駅に関す
る歴史資料も展示しています。

　神田川の恵みを受ける戸塚地域では、
弥生・古墳時代を中心に多くの遺跡が見
つかっています。これらの遺跡の概略と出
土資料の一部をご紹介します。

　中村屋に寄寓していたロシアの盲目詩人エロシェンコの童話の朗
読を聞き、その世界を描きます。休憩時間にはロシアティーをサービ
ス。出来上がった作品は、会期中博物館ホワイエに展示します。親子
参加も歓迎です。

　昭和2年に“純印度式カリー”を日本に広めたパイオニア「新宿中村
屋」のシェフによるカリー教室。新宿由来の内藤とうがらしを使用し
たスペシャルレシピで！ 　江戸時代の絵図のほか、明

治・大正時代の地図、写真を
中心に箪笥地区のまちの移り
変わりを紹介します。

　江戸で最大の大名屋
敷、尾張徳川家戸山屋敷
や、昭和の写真を中心に、
江戸時代から昭和にかけ
て若松地区のまちの移り
変わりを紹介します。

　四谷を撮影した懐かしい写真
を集めました。あの日、あの時、あ
の瞬間、あなたはどこで何をして
いましたか。写真を見ながら、昔
の記憶を辿ってみてください。

　下戸塚遺跡出土土器や、高田馬場3丁
目遺跡出土小銅鐸（レプリカ）などを紹介。
間近で見、触ることもできます。子どもの参
加大歓迎！申し込み不要。随時鑑賞可。

　神田川と戸塚地域の歴史や伝説、地名
の由来などを解説します。

　林芙美子や佐伯祐三に関する内容のほか、新宿区の歴史・
文化に関する基礎的知識や実践的なガイド方法について学び
ます。皆さまもガイドボランティアとして活動してみませんか。

　落合に住んでいた「中村屋サロン」ゆ
かりの文化人たちの足跡を紹介するパ
ネル展示を行っています。

　1月31日（月）まで、空調設備工事のため、全館休館中です。なお、閲覧室は 2月末まで、
駐車場は 3月末まで使用ができません。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
※休館中の講堂利用のための新規団体登録・登録更新は、博物館以外の財団施設（博物

館近隣では三栄町生涯学習館）で手続きが可能です。
問合せ 学芸課　☎3359-2131

　3月8日（火）〜 5月8日（日）東京国立近代
美術館で開催される本展覧会の見どころや楽
しみ方をご紹介します。

日　時 2月19日（土）～ 4月10日（日）
9時30分～ 17時30分

（入館17時まで）
毎週水曜日は夜間開館20時ま
で（入館は19時30分まで）

会　場新宿歴史博物館　地下1階
企画展示室

観覧料一般300円（常設展とのセット
券は500円）、中学生以下無料

協働企画株式会社中村屋
問合せ 学芸課　☎3359-2131

展示期間3月31日（木）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

会　場新宿歴史博物館講堂
定　員各100名（多数抽選）
受講料 無料（ただし、展示会観覧券またはメンバーズ会員

証の提示が必要）
申込み 往復はがきに記載例（8面）および講演会名を記入

し、学芸課へ　※はがき1枚につき1講座1名
問合せ 学芸課　☎3359-2131

展示期間1月30日（日）まで
9時～ 19時

休　み1月11日（火）
会　場新宿文化センター

地下1階　展示室
問合せ 学芸課

☎3359-2131

日2月11日（金・祝）14時～ 15時45分場新宿歴史博物館　2階　講堂定100名（多数抽選）講大
谷省吾氏（東京国立近代美術館主任研究員）申1月28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※1応募につき1名。受講者に上記展覧会の招待券を1枚進呈問学芸課
☎3359-2131

日　時 1月24日（月）　13時30分～ 15時
会　場戸塚地域センター　5階会議室1
定　員 30名（先着順）
費　用200円
申込み 電話またはFAX 3359-5036に記載例（8

面）のとおり記入し、学芸課へ

日　時 3月6日（日）　14時～ 16時
会　場新宿歴史博物館　2階　講堂
定　員 40名
参加料 300円（中学生以下無料）

対　象各30名
参加料1名800円（材料費込み）
申込み 2月15日（火）必着。往復はがき（限定）に記載例（8面）と希望日を記入

し、学芸課へ
申込み 学芸課　☎3359-2131

日　時 1月22日（土）～ 28日（金）　8時30分～
21時45分（最終日は12時まで）

会　場戸塚地域センター　1階ギャラリー

日　時 1月30日（日）～ 2月
6日（日）
7時30分～ 22時

会　場 箪笥町特別出張所　
1階エントランス

日　時 1月15日（土）～ 30日（日）
9時～ 21時45分

会　場若松地域センター
2階ロビー

日　時 1月19日（水）～
30日（日）
8時～ 22時

会　場 四 谷 地 域 セ ン
ター　1階プラザ 

日　時 1月24日（月）　15時～ 16時30分
会　場戸塚地域センター　5階会議室2

日2月12日～ 3月26日の毎週土曜日（全7回）　14時～ 16時※3月19日
（土）は午前中。カリキュラムやその他詳細は、新宿歴史博物館などで配
布中の要綱をご覧ください。講座終了後「博物館ボランティア」として活
動していただきます場新宿歴史博物館　2階　講堂、林芙美子記念館ほ
か定30名（多数抽選）申2月1日（火）必着。往復はがきに記載例（8面）
のとおり記入し、学芸課へ問学芸課☎3359-2131

新宿駅西口商店街（昭和46年）

林芙美子記念館
ガイド風景

受講生募集!！

関連
イベント

新宿歴史博物館休館中特別企画

戸塚

箪笥

若松

四谷

所蔵資料展 関連文化講演会

林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館

展示会「戸塚の遺跡」

展示会「若松の風景」

写真展「あの頃の四谷」

さわれる展示さわってドキ？！

講座「神田川と戸塚」

佐伯祐三アトリエ記念館　ミニギャラリー展示替え

新宿歴史博物館全館休館・講堂利用についてのお知らせ

「生誕100年　岡本太郎展」

出張「博物館」

記念講演会

予　告

新宿文化センターにて

日時 内容 講師 申込み締切

①2月20日（日）
　14時〜 16時 大正期の美術と中村屋サロン 蔵屋美香氏（東京国立近代美術館美術課長） 2月4日（金）

②3月13日（日）
　14時〜 15時30分

中村屋に集った人々
〜明治大正の文化芸術と中村屋〜 吉岡修一氏（中村屋CSR推進室長） 3月4日（金）

日時 会場 対象 メニュー
（すべて内藤とうがらしを使用）

2月26日（土）
11時〜 14時

北新宿生涯学習館
（北新宿3-20-2）

親子
（小学校高学年以上） 昭和初期のカレー

3月9日（水）
11時〜 14時

四谷地域センター
（内藤町87） 大人 インドカリー

3月19日（土）
11時〜 14時 北新宿生涯学習館 大人 インドカリー

3月26日（土）
11時〜 14時

角筈地域センター
（西新宿4-33-7）

親子
（小学校高学年以上） 昭和初期のカレー

写真展 新宿風景part２ 開催中！戦後編

新宿中村屋に咲いた文化芸術

中村屋サロンへようこそ
～エロシェンコ童話の世界を描く～

中村屋シェフによるカリー料理教室

明治42年に新宿の現在地に移転した中村屋

無料

無料

無料

申込み 2月15日（火）必着。往復はが
き（限定）に記載例（8面）の
とおり記入し学芸課へ

申込み 学芸課　☎3359-2131

中村彜　小女

荻原碌山　女像

岡本太郎　©岡本太郎記念現代芸術振興財団



☎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。

定①20名②13名。最少催行人員はいずれも7名申各講座とも実施日の10日前まで受付。
定員に達し次第締め切り。どちらの教室も、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

日2月5日（土）　13時～ 16時場北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）対小学生と保護者の
ペア12組（24名）※区民優先料1組1,900円（材料費を含む）協NPOサークル「みんなのと
らさん食堂」講長谷川　寅氏（通称とらさん）西洋料理技術技能師。数々のホテルやレスト
ランなどの陣頭指揮で活躍申1月20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）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ※必
ず保護者の方と一緒にご参加ください

会場 講座内容 日時 費用

①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）

はじめてのインターネット
（1月コース）

１月22日（土）
10時～ 12時

2,000円
はじめてのインターネット

（2月コース）
2月5日（土）

14時～ 16時
便利で簡単！
活用しようインターネット術

1月23日（日）
13時～ 15時

3,000円

半日でコツをおさえる
ワード初級

1月15日（土）
10時～ 13時

半日でコツをおさえる
エクセル初級

2月6日（日）
13時～ 16時

パソコンのセキュリティ対策
について学ぼう

2月19日（土）
10時～ 12時

②パソカレッジ
（高田馬場駅から

徒歩１分）

しっかり使えるワード
一日でまるわかり

1月15日（土）
10時～ 16時30分

6,000円
パワーポイント　一日でまる
わかり　（1月コース）

1月29日（土）
10時～ 16時30分

覚えて便利！趣味も広がるイ
ンターネット
一日でたっぷりまるわかり

１月22日（土）
10時～ 16時30分

ワードはじめて
基礎まるわかり

2月5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

2月12日（土）
10時～ 16時30分

一歩進んだワード
一日でまるわかり

2月19日（土）
10時～ 16時30分

6,000円

　「ミートローフ」はひなまつりやホームパーティーでの食卓に最適です。付け合わせの
マッシュポテト、デザートのプリンも作ります。親子でわいわい楽しく料理して、にぎやか
に食卓を飾りませんか？　※アレルギー食材（卵、小麦、牛乳、豚肉、牛肉）を使用

　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。

親子で春のミートローフを作ろう！

パソコン講習会
日　時 2月5日（土）　14時～ 16時（受付13時40分から）
会　場コズミックセンター
対　象区内在住・在勤の方　先着30名
講　師宮崎冴子氏（国立大学法人三重大学　共通教育センター　特任教授）
申込み 1月5日（水）から受付開始。先着順。電話（平日9時～ 17時）または受信可能な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
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　ボランティア活動に不可欠なコミュニケーション力などを学べます。ボランティアのスキル
アップ的な講座です。

「新宿力」パワーアップ講座 無料

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　※途中入退場不可冬プログラム

「ビッグバンと冬の星座」
　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。プラネタリウム冬プロ
グラムは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。

「利用者懇談会」の開催・
登録団体更新手続きのお知らせ

●登録団体更新手続き
　生涯学習館に登録している団体は、すべて 3月31日が有効期限です。4月以降、登録団
体として活動を継続される場合は、1月22日（土）の一斉受付までに必ず更新手続きを行っ
てください。

●利用者懇談会
　日ごろの生涯学習館の利用について利用者の皆様と話し合い、意見交換をする場です。
利用者登録をしている館以外の館にもご参加いただけます。ぜひご出席ください。
　事前予約不要。

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

生　涯
学習館

開催日 時間 会場

2月4日（金）
10時～12時 西戸山生涯学習館　視聴覚室

14時～16時 住吉町生涯学習館　学習室A

2月8日（火）
10時～12時 北新宿生涯学習館　学習室A

14時～16時 戸山生涯学習館　ホール

2月9日（水） 10時～12時 赤城生涯学習館　レクホール

日　時 4月2日（土）　9時30分～ 17時（予定）
会　場コズミックセンター、新宿歴史博物館、新宿文化センター、

林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館
参加料 飲食物販売など、物販を伴う企画については、売り上げの一部（金額不問）を社会福祉法

人新宿区社会福祉協議会への寄付金としていただきます。飲食物販売については、1ブー
スあたり2,500円をご負担いただきます

申込み 1月25日（火）必着。所定の申込書（コズミックセンター・新宿文化センター・各生涯学
習館窓口で配布、財団ＨＰからもダウンロード可）に必要事項を記入し施設課へ　
※貸出し用品などは後日調整

問合せ 施設課　☎3232-7701

　区民の皆さまに生涯学習に親しむ機会を提供することを目的に、下記施設でレガスまつり
2011を開催します。各種体験プログラムや音楽のパフォーマンスなど、こんなことができる、
こんなことをやってみたいなど、コズミックセンタープログラムにご協力いただける団体（個人・
団体・企業）を募集します。

①パンフレットの設置（会員募集や活動
紹介）

②活動紹介（実演等を交えた活動PR）
③作品等販売（手工芸品等、制作した作

品の販売）
④体験ブース（手工芸や軽スポーツ等、短

時間で体験できるもの）

レガスまつり2011参加団体募集

レガスまつり 2011募集項目

現代社会とボランティア
～生涯学習活動・地域活動に必要なボランティアの任務と役割～

～震災で大切な人を失わないために～

大好きなあなたに星空と音楽をプレゼント

　オーボエトリオがお届けするロマンティックナイト。すてきなバレンタインをお過ごしくださ
い。併せて季節の星空解説もお楽しみいただけます。
演奏 オーボエ：tomoca、ピアノ：太宰百合、チェロ：平山織絵日2月13日（日）　14時開演
※開場は開演30分前料1,500円（全席自由）。未就学児の同伴不可

星空コンサート　ネオクラシック × プラネタリウム × バレンタイン

日1月22日（土）　10時～ 12時 日2月5日（土）　10時～ 12時

　意外と知らない葬儀について、葬儀を出
す側・参列する側それぞれクイズ形式の実習
を交えながら学びます。

　お墓を選ぶ時に押さえておきたいポイントな
ど、最近話題の終活について具体的な例な
どを交えながら学びませんか。

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60名講 市川愛氏（葬儀相談員市川愛事務所リリーフ代
表）申 1月5日（水）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、

（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

①アンコールセミナー
　お葬式の常識・非常識

②生前準備と
　失敗しないお墓選び

問合せ 学習・スポーツ課
☎3232-5121

日1月8日（土）・9日（日）・16日（日）・22日（土）、2月12日（土）・20日（日）・26日（土）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分定先着150名料高校生以
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

　首都圏では、今後30年間でマグニチュード7規模の地震発生の確率が 70％
といわれています。無料耐震相談会、震災対策として最も有効な耐震補強、家具
転倒防止器具など震災・防災対策の実例展示など防災に関する役立つ情報を
発信します。
　会場では、起震車・はしご車試乗や避難所再現、非常食（アルファ米）試食など
の体験コーナーを設置。今からできる対策を一緒に考えてみませんか？
※同日開催「防災とボランティア週間シンポジウム」
日　時 1月16日（日）　10時～ 15時（開場9時30分）
会　場コズミックセンター
主　催新宿区耐震補強推進協議会
問合せ 新宿区耐震補強推進協議会事務局☎3200-4260

新宿区都市計画部地域整備課☎5273-3829

しんじゅく
耐震フォーラム２０１１

スタンプラリー
実施

無料

無料

起震車による地震体験の様子

⑤ステージ発表（コーラス、楽器演奏、パ
フォーマンス）

⑥飲食物販売
⑦そのほか、レガスまつり 2011を盛り上

げる企画



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。

大手塾に属さない個人塾 実績１７年
対象　小学生、中学生、高校生
公立中高一貫校受験指導

志望校判定の出る東京都統一模試年３回実施
中間、期末テスト対策授業
都立高校受験対策
５教科教えます

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

新宿区若手スポーツ
指導者研修会

日　時 1月28日（金）　開場10時30分　開演11時
会　場大久保スポーツプラザ3階・和室（大久保3-7-

42）
出　演 立川談修（立川流門下、平成22年度ＮＨＫ新

人演芸大賞落語部門本選進出、独演会ほか、
多方面にて活躍中）

入場料 400円
連絡先 施設課　☎3232-7701

日　時 2月12日（土）　10時～ 15時（受付9時40分から）
会　場コズミックセンター
主　催新宿区体育協会・㈶東京都体育協会・東京都
対　象 区内で活動する若手スポーツ指導者（これから目指す

人も含み、20 ～ 40歳位）　男性・女性とも各20名（多
数抽選）

申込み 1月23日（日）必着。専用申込用紙（コズミックセンター
窓口備付）または往復はがき、FAX 3209-1833に記載
例（8面）のほか、所属するスポーツ団体名を記入し、新
宿区体育協会事務局（新宿区大久保3-1-2コズミックセ
ンター内）へ

問合せ 新宿区体育協会事務局　☎3232-5121

日　時 Aコース（小学1 ～ 3年生） ①2月22日（火）②3月1日（火）③3月8日（火）
Bコース（小学4 ～ 6年生） ①3月15日（火）②3月22日（火）③3月29日（火）
いずれも16時30分～ 18時

会　場コズミックセンター　2階　大体育室
参加料 全3回　1,500円（A・B共通）
対　象区内在住・在学の方優先　15名（A・B共通、多数抽選）
申込み 2月4日（金）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFAX3209-

1833で記載例（8面）のほか、希望コース、学校名、学年を記入し学習・スポー
ツ課へ

協　力ゴールデンエイジアカデミー
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　落語界の将来を担う若手落語家・立川談修の
高座を、大久保スポーツプラザの和室でお楽しみ
いただけます。この機会にぜひ落語の世界へ！

　タックルがないから痛くない！ 安全に楽しみながら、チーム
ワークとスポーツマンシップを学びましょう！気軽に参加して、
タグラグビーの素晴らしさに触れませんか！

　区内のスポーツ振興を目指し、次世代の若手スポーツ指導
者を対象とした研修を行います。各競技の枠を超えてネット
ワークを構築しながら、若手の仲間を増やしていきましょう。

平成22年度ジュニア育成地域推進事業

および新宿区体育協会ネットワーク構築推進事業

大久保寄席iｎ大久保スポーツプラザ

①チャレンジスポーツラリー

④ＭＩＰコーディー

②子どものスポーツ　栄養学セミナー

③健康セミナー（セーフティーウォーキング）

無料

レガスポ20 2月コース！

出張レガスポ！

 3月6日（日）
開催！

 集まれ！
タグラグビー

初体験憧れのトップアスリート、日本のトップコーチとスポーツを体験しよう！！
タグラグビー・
新宿トライキッズ

初級卓球教室癒しのヨーガ
　9月からのクラスが好評につ
き 2期目の開講です。慌しい日
常からちょっと離れて、こり固
まった心と体がほぐれていく、そ
んな自分だけの特別な時間を過
ごしてみませんか？ゆったりとし
たヨーガは、年齢性別を問わず、
どなたでも気軽にご参加いただ
けます。

　ゆったり体操で血行促進！心身をリ
ラックスさせて、ぽっかぽかになりましょ
う。血行障害による冷え性、肩こり、腰痛
の緩和にも効果的です。忙しい日常から
放れ、ひと時のレクリエーションを楽し
みませんか？

　加齢や出産、生活習慣などにより、ゆが
んだ骨盤を正しい位置に整え、健康的な
体づくりを目指します。肩こりや姿勢の改
善、女性特有のお悩み解消にも効果的！ベ
テラン女性講師による、少人数女性限定ク
ラスで、気兼ねなく運動を始めましょう。

　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！日　時 2月2日～ 3月23日の毎週水曜日
12時20分～ 13時20分

参加料 全8回　3,200円（欠席時の返金なし）
講　師ユキ氏（水・健康ストレッチほか担当講師）
会　場コズミックセンター　1階　第1武道場
定　員 30名（多数抽選、区民・在勤者優先）

最少催行20名
申込み 1月20日（木）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

問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

日　時 3月3日～ 3月24日の毎週木曜日
10時～ 11時

講　師 蔭山雅之氏（月・楽々足腰健康体操
担当講師）

会　場戸山生涯学習館（戸山2-11-101）

日　時 3月1日～ 3月22日の毎週火曜日　
10時～ 11時

講　師蔭山智香子氏（レガスポ！登録講師）
会　場北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）

定各15名（多数抽選、区民・在勤者優先）料全4回　1,600円（欠席時の返金なし）申2月17
日（木）　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

日　時 2月3日～ 2月24日の毎週木曜日
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

会　場コズミックセンター　2階
大体育室

対　象区内在住･在勤の方
各クラス10名（多数抽選）

参加料 全4回　2,000円

当　落 返信はがき送付、1月27日（木）財団窓口へ掲示
※電話での問合せはご遠慮ください

協　力区卓球連盟
申込み 1月23日（日）必着。専用申込用紙（コズミックセ

ンター窓口備付）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
問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

②新春　新宿山ノ手七福神めぐり、約７km
御苑前から法善寺、厳嶋神社などをめぐります。観光ガイドボランティアの解説つき。
身近な新宿で、街の魅力を再発見しましょう。

日 1月11日（火）　受付8時40分～ 9時、解散12時頃予定 集合 田端文士村記念館前（JR
田端駅北口下車　徒歩3分）解散 不忍池弁天堂前（JR 上野駅　大江戸線上野御徒町駅）問
NPO 法人新宿区ウオーキング協会　☎090-3217-4109

日 1月12日（水）　受付8時40分～ 9時　解散11時30分頃予定 集合 新宿御苑大木戸門
前（東京メトロ丸の内線　新宿御苑前駅　徒歩5分）解散 毘沙門天　善国寺（大江戸線　牛
込神楽坂駅　徒歩5分）問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

料 400円持 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

日 3月6日（日）場 コズミックセンター受 プログラム開始30分前～プログラム開始まで申 2月20日（日）必着。往復はが
き、FAX3209-1833にて、記載例（8面）のほか、スポーツ経験・保護者氏名と希望プログラム①～④（④はA・Bいずれ
かを明記）を記入のうえ、学習・スポーツ課へ共 特定非営利活動法人ＭＩＰスポーツ・プロジェクト問 学習・スポーツ
課　☎3232-5121

①新春　谷中七福神めぐり、約6km　
一年の健康と幸せを願って、江戸最古といわれる谷中七福神を訪ねてみませんか？

落語に触れよう！

　ハンドボール・フットサル・柔道の３種目をスポー
ツ体験！講師は憧れのトップアスリート！！
対　象小学4 ～ 6年生　90名
時　間 9時20分～ 13時予定
参加料 500円

　子どものコーディネーション能力（運動神経）を高め
ることを目的としたプログラム
対　象 A：5・6歳児親子　20組40名

B：小学1 ～ 3年　30名
時　間 A：10時～ 11時予定

B：11時10分～ 12時10分予定
参加料 500円（Aは1組500円）

　子どもの身体の発育や発達に重要なスポーツと
栄養についてのセミナー
対　象スポーツをする子どもの保護者や指導者　30名
時　間10時～ 11時予定

　痛みを防ぐ歩き方と筋トレ、ストレッチ体操を体験す
るセミナー
対　象40歳以上の方　30名　　時　間10時～ 12時予定

無料

無料

大久保スポーツプラザ　マッサージチェア導入のお知らせ

　多くの方からご要望をいただいておりましたマッ
サージチェアを昨年１２月より大久保スポーツプラ
ザに新たに設置しました。ぜひご利用ください。

日ごろの疲れをほぐしませんか！？
場　所大久保スポーツプラザ

3階エレベーターホール
料　金100円／ 10分
問合せ 施設課☎3232-7701

女性限定

1 2



☎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。

日　時 1月22日（土）　13時30分～ 18時
会　場新宿文化センター　小ホール
講師・内容など

協　力アルク、スリーエーネットワーク、凡人社
申込み電話、FAX3350-4839、Eメール（bunka@regasu-shinjuku.or.jp）、郵送のいずれ

かで、記載例（8面）のほか、活動中の方は所属グループも記入し、文化交流課へ
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 1月23日（日）　①進学ガイダンス：12時30分～ 14時
②先輩高校生との交流会：14時30分～ 16時

内　容 都内での進学について、外国人入試の動向、先輩高校
生との交流会

会　場しんじゅく多文化共生プラザ
対　象外国語が母語の生徒・保護者、および日本語が不自由

な帰国子女（主に中学２年生以下対象。中学３年生も
参加可）　60名　※外国人（生徒）の進学や学習活動に
携わる機会がある方、興味のある日本人の方も参加可
能

申込み 不要。当日会場においでください　※韓国・中国・タイ・
英語の通訳を予定。ほかの言語はお問い合わせくださ
い

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

対　象 ①日本語ボランティア活動経験など、登
録には一定の条件があります。詳細はお
問い合わせください。②日本語と外国語
を相互に通訳・翻訳ができる方（特にタ
ガログ語、タイ語、ミャンマー語、マレー
語などの言語）。財団HPからご登録いた
だけます

活動場所①新宿区日本語教室（区内各所）②通訳
／新宿区の各機関、各種イベント会場。
翻訳／パソコンでの入力作業（ご自宅で
活動できます）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

　ボランティア活動に役立つ教材の著者による講演のほか、ボランティア同
士の情報交換と交流、日本語教材の展示・販売もあります。これから日本語
ボランティア活動を始めたい方の参加も歓迎します！
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心者大歓迎！

　日本語が不自由な方の高校進学は、年々難しくなってきて
います。先輩の話が聞ける貴重な機会ですので来年高校受
験を予定している外国籍のお知り合いの方・帰国子女の方
にぜひご紹介ください。

　新宿区には多くの外国の方が暮らしていま
す。その中には、日本語がわからないために困っ
ている人も少なくありません。そんな時、支援を
するボランティアはとても心強い存在です。あ
なたの知識や経験を生かして、ボランティア活
動を始めてみませんか？

高校受験には早めの対策！中学２年生以下対象
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Let’s Participate in the Bean-
Throwing at the Shrine

Family Japanese-Language Classes for 
Foreign Residents

Babysitting Services Available

Recruiting Students for Shinjuku City 
Japanese-Language Classes (Third Term)

신사에서 마메마키를 체험
해 보자

외국인을 위한 부모와 자녀의 일본어교실
탁아 서비스 제공

신주쿠구 일본어교실
3학기 학습자 모집!

　일본에서도 보기 드문 ‘귀신은 안

으로, 복은 안으로(원래는 ‘귀신은 밖

으로, 복은 안으로’)’라고 외치는 ‘키

오우 진자(신사)’의 콩 뿌리기(마메마

키) 체험입니다. 모든 것을 받아 들인

다…이것이야말로 다문화 교류의 컨

셉트!?

　일본어를 모르는 부모와 자녀에게 정성을 다해 일본어

를 가르쳐 드립니다. 부모와 자녀가 함께 즐겁게 공부합

시다. 영유아가 딸린 부모님도 환영합니다!

　일상생활에 필요한 초급 일본어를 배워봅시다

수강 인원에 여유가 있으면 도중에도 참가할 수 있습니다.

일　시 2월 3일(목)　14시~15시(예

정)

장　소 이나리 키오우 진자(카부키

쵸 2-17-5)

대　상 ①외국 국적인 분

②외국인과 교류에 많은 관심이 있

는 분

선착순 30명

참가비 300엔(새전 포함)

협　력 이나리 키오우 진자(신사)

신　청 1월 27일(목) 필착. 왕복엽

서, 전화, FAX 3350-4839로 문화교

류과에

문　의 문화교류과 ☎3350-1141

일　시 1월 15일~3월 19일 매주 토요일 10시~12시

장　소 오오쿠보 초등학교 내(오오쿠보 1-1-21)

대　상 일본어 수준이 입문~초급인 부모와 자녀 20
쌍(선착순)

참가비 총 10회 1명 500엔

신　청 FAX 3350-4839,  메일이나 우편으로 부모 
이름(후리가나), 자신 있는 언어, 자녀 이름(후리가

나), 나이, 주소, 전화번호, FAX 번호를 기입하여 문화

교류과로 보내 주십시오.

공동 주최 신주쿠 무지개회

문　의 신주쿠 구청 외국인 상담창구(9:30~12:00, 
13:00~16:30)5272-5080(화ㆍ목)

신 주 쿠 다 문 화 공 생 플 라 자(10:00~12:00, 

13:00~17:00)5291-5171(월ㆍ금)

일　시 1월 11일~3월 25일

(요일ㆍ시간은 교실에 따라 다릅니다)

장　소 구내 11교실

대　상 일상생활에서 일본어가 필요한 분. 입문, 초급 

수준의 학습자, 중학생 이하인 분은 참가할 수 없습니다. 

구내에 거주하는 분을 우선 선발합니다.

참가비 주 1회 교실 1,500엔

주 2회 교실 3,000엔

신청ㆍ문의 신주쿠 구청 외국인 상담창구(9:30~12:00, 

13:00~16:30)

5272-5080(화ㆍ목)

신주쿠 다문화 공생 플라자(10:00~12:00, 13:00~17:00)

5291-5171(월ㆍ금)

Experience bean-throwing at Kio-jinja 
Shrine, where people chant, “Oni wa uchi, 
fuku wa uchi” (Bring in the devil, bring in 
good fortune), which is unusual, even for 
Japan.  Accept everything, even a devil, 
with an open heart—perhaps this captures 
the concept of multicultural exchange in a 
nutshell!?

Japanese-language skills are carefully taught to families who do not 
speak Japanese. Why not have fun learning Japanese with the entire 
family? Families with infants and toddlers are also welcome to join!

Let’s learn basic Japanese for everyday living!
If there is an opening, you can start in the middle of the term.

Date and Time February 3 (Thu.), 2 to 3 
p.m. (Subject to change)
Location Inari Kio-jinja Shrine (2-17-5 
Kabuki-cho)
Eligibility (1) Those who are foreign 
residents
(2) Those who have a strong interest in 
having friendly exchanges with foreign 
residents
25 people on a first-come, first-served basis

Fee ￥300 (includes offering)
Cooperator Inari Kio-jinja Shrine
To Apply Apply by telephone or send a 
reply-paid postcard or fax to the Cultural 
Exchange Division (Fax: 3350-4839). 
Applications must be received by January 
27 (Thu.).
Inquiries Cultural Exchange Division☎

3350-1141

Date and Time January 11 through March 25 (The day of the 
week and hours vary depending on the class location)
Location 11 locations in the city
Eligibility Introductory/beginner level. Those who need to learn 

Japanese necessary for everyday living are eligible. Those who are of 
junior high school age and younger are not permitted to join the class. 
Those who live in Shinjuku City will receive priority.

Fee Classes that meet once a week, ￥1,500; classes that 
meet twice a week, ￥3,000
Application・Inquiries Shinjuku Foreign Resident Advisory Corner 

(9:30 a.m. to 12 noon and 1 to 4:30 p.m.), Tel: 5272-5060 (Monday 
through Friday)
Shinjuku Multicultural Plaza (10 a.m. to 12 noon and 1 to 5 p.m.), Tel: 
5291-5171 (1st, 3rd , and 5th Wednesdays; Thursdays; and 3rd Fridays)

Date and Time Saturdays between January 15 and March 19, 10 
a.m. to 12 noon
Location Okubo Elementary School (1-1-21 Okubo)
Eligibility 20 families Beginner level (on a first come, first served 

basis)
Fee ￥500 per person, total of 10 sessions

To Apply Send a fax, e-mail, or postcard to the Cultural Exchange 
Division (Fax: 3350-4839). Please be sure to write down the name of 
the parent (with furigana) and language that he/she understands well, the 
child’s name (with furigana) and age, address, and telephone and/or fax 
number.
Co-sponsor Shinjuku Niji-no-kai (Rainbow Club)
Inquiries Shinjuku Foreign Resident Advisory Corner (9:30 a.m. to 

12 noon and 1 to 4:30 p.m.), Tel: 5272-5060 (Monday through Friday)
Shinjuku Multicultural Plaza (10 a.m. to 12 noon and 1 to 5 p.m.), Tel: 5291-
5171 (1st, 3rd , and 5th Wednesdays; Thursdays; and 3rd Fridays)

神
じ ん じ ゃ

社で豆
ま め

まきをしてみようアンコール企
き か く

画
「ブータン料

り ょ う り た い け ん

理体験２」

無料 無料

①日本語ボランティア
②通訳・翻訳ボランティア

日本語教材著者
による講演・
質疑応答

13時30分～
14時30分 吉田聖子 「外国人と対話しよう！日本語ボランティ

ア手帖」著者

14時40分～
15時40分 原沢伊都夫 「考えて、解いて、学ぶ日本語教育文法」

著者

15時55分～
16時55分 目黒真実

「中上級者のための日本語読解ワーク
ブック」

「上級者のための日本語読解ワークブッ
ク」著者

交流会、教材の
展示・販売 17時～18時 日本語ボランティア同士の交流と情報交換

日本語教材の展示・販売　☆会場限定での割引あり



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

1月27日（木）まで

明るい選挙
啓発ポスター展

1月28（金）～2月24日（木）

新宿青年教室・作品展

1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

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。

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

カラオケ（伊勢丹会館近く）　高齢男女歓迎
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

♪子どものピアノ教室♪　牛込柳町2分
お子様に合ったテキストで基礎から丁寧に指導
いたします。月￥7000～Tel3358-1162　平野

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

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

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

親子で楽しむ　リトミック♪　生徒募集♪
月3回（火）10:00～10:50～西戸山生涯学習館
tel090-3916-6199ムジカフィオーレ　松枝

琴伝流大正琴教室　TEL3200-5942
戸山生涯学習館　毎月第1、第3（水曜日）
午前中　見学・体験歓迎します。 
貸琴あります。　木下光望

外国語・外国文化

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/

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

－快楽中国語教室生徒募集　入門～上級－
中国人講師　千葉大卒　講師歴13年　3人制
月4回で6千円　四ツ谷駅2分　☎5368-2138

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円/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

脳と耳を鍛える英会話、スペイン語、ロシア語
フランス語、韓国語クラス／60代の方中心。
月謝￥8400～新宿／池袋WING03（3984）1180

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

メタルエンボス＆トールペイント生徒募集
今話題の新クラフトメタルエンボス教室（木1
回）＆トール教室（火2回）詳細☎03-3202-1823

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

　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。

「フットサル教室のご案内」（16才以上）
日時：1/22（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）
℡3364-0101 （財）スポーツ会館

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

その他

女性の文化彩 （々さいさい）　和して嗜み参加者募集
TEL：39548721・IELTS英語・鍵盤奏・創作活花・
衣装制作・古詩歌朗　　会費月3～￥3000～
年会費￥3000～　地域C・講師宅他　大江戸線
西武線　山手線　◎スタッフ同時募集　目白

☆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

パソコンを活用する会　メンバー募集
場所：戸塚地域センター 
月会費 3000円　　連絡：03-3366-4494

アラサー以上☆再就職・転職講座＠市ヶ谷
あなたの自己PRにその場で助言。企業が読み
たくなる応募書類に。別途90日フォローあり
ネコモのHP:http://www.necomoaz.com

公益財団法人新宿未来創造財団パート職員募集

職　種A：放課後子どもひろば支援者
B：プール監視
C：財団管理施設の受付及び施設運営事務
いずれも若干名

応募資格A ～ C：国籍・学歴不問
特記事項下記の方歓迎

A：地域の小学生とともに遊ぶことのできる方。
母子指導員・教員・幼稚園教諭等有資格者、心理・
教育・社会・芸術・体育専攻の方
Ｂ：経験者並びに日本赤十字社水上安全法救助
員等有資格者

雇用期間4月1日～平成24年3月31日（1年間）。いずれも
勤務成績が良好な場合のみ雇用期間を更新

待　遇 A・B：時給900円～
C：時給850円～
交通費（上限日額500円）

勤務時間A：1日2 ～ 5時間程度。週1日～
B：1日6時間程度。週2日～
C：1日5時間～ 7時間45分程度。週2日～
※土・日・祝日出勤あり

休　暇 年次有給休暇（規定された休暇発生月より所定労働日数に
基づき給付）

選　考書類選考のうえ、2月1日（火）～ 2月18日（金）の指定日時
で面接試験を実施

締切り1月21日（金）必着
その他 詳細は募集案内を参照
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・新宿文化センター・区政情報センター
に設置、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　※1月11日は17時まで）または郵送で経
営課へ

問合せ 経営課　☎3232-7701

コズミックセンター　11日（火）／大久保スポーツプラザ　17日（月）
新宿文化センター　11日（火）／生涯学習館《赤城・住吉町・西戸山》10日（月・祝）　《三栄町・戸山・北新宿》24日（月）

1月の休館日の
お知らせ


