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区内全域を
一冊で紹介
しています

期間: 6月4日（土）～7月10日（日）
9時30分～17時30分（入館は17時
まで）
休館: 6月13日（月）・27日（月）
会場: 新宿歴史博物館　企画展示室
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

「牛込神楽坂」 　水彩　1928 年

「新宿駅前」　水彩　1940年

堀潔

「都電早稲田終点」水彩　1979年

堀潔が描いた
　 新宿風景

所　蔵
資料展　

　新宿の多様な魅力を多くの方に知っていただくためにイラス
ト観光マップを作成しました。どなたにも親しみやすい観光
マップです。見て、歩いて、楽しんで、新宿の魅力を再発見! 
ぜひ新宿のまち歩きにご活用ください。
問合せ : 観光課　☎3359-3729　 3359-5036

　しんじゅくナビのホームページ
http://shinjuku.mypl.net/shinjuku_navi/

　    ホ テ ル
外苑ホテル、かどやホテル、京王プラザホテル、シ
ティホテル エヌ・ユー・ティ・エス、新宿ニューシティ
ホテル、新宿プリンスホテル、新宿ワシントンホテ
ル、長良川旅館、日本青年館ホテル、パークハイアッ
ト東京、ヒルトン東京、ベストウェスタン新宿アス
ティナホテル東京、ホテルヴィンテージ新宿、ホテル
サンルート東新宿、ホテルサンルートプラザ新宿、ホ
テル白川郷、ホテルたてしな、ホテルニューショーヘ
イ、三井ガーデンホテル四谷　
 歴史文化施設ほか
四谷ひろば、東京おもちゃ美術館、佐藤美術館、東京
理科大学近代科学資料館、三栄町生涯学習館、赤城
生涯学習館、戸山生涯学習館、北新宿生涯学習館、住
吉町生涯学習館、西戸山生涯学習館、林芙美子記念
館、新宿歴史博物館、佐伯祐三アトリエ記念館、新宿
文化センター、新宿コズミックセンター
  商業施設ほか
仁寺洞、うたごえの店ともしび、金井書店目白本店、
カナダラ、カフェコロラド中井駅前店、韓国広場、錦
松梅、コリアプラザ、ジェラテリア ラ・ナポリ四谷
店、ショッピングセンター丸正総本店、信州山梨多摩
新宿観光センター、新宿中村屋本店、染の里二葉苑、
ピービーズ、フィナンシェルジュ プラザ、ブック
ファースト新宿店、文学座アトリエ、ホビーセンター
カトー東京店、わかば

平成23年4月1日現在　（順不同）

配布場所 

日時: 11月5日（土）　11時～17時（予定）
対象: 
①区内外で活動する民族舞踊・民族音楽
パフォーマンス団体10～15団体程度
（予定）　※デモによる選定あり
②エスニック料理の販売・各国紹介ブー
スへの出展（店）団体10～15団体程度
（予定）　※応募多数の場合は申込書を参
考にした選考あり
申込み: 7月15日（金）必着。①②ともに
新宿文化センター窓口で配布の申込書（財
団ホームページからもダウンロード可）に
記入し文化交流課へ郵送または持参　
※①に該当する団体は、パフォーマンス
　の内容を記録したデモ（DVD）を必ず
　同時にご提出ください
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

①ステージ・ワークショップ出演団体
②料理販売（ケータリングなど）・世
　界各国紹介ブース出展（店）団体

　さまざまな国と地域にルーツを持
つ人々が暮らす新宿ならではの多文
化共生推進イベントです。
　当日は、民族舞踊と民族音楽の
パフォーマンス、世界中のエスニック
料理の出店、各国の紹介ブースなど
さまざまなイベントを予定しています。
　みなさんの力でイベントを盛り上げ
てください！

　多文化交流フェスティバルで世界各国の
文化や舞踊・音楽を紹介してみませんか?

募集団体

いろいろなイベント情報や
まち歩きガイドツアー情報を

随時更新中！

新宿観光
マップ

五感で
 楽しむ

区内各所で
配布開始！
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※詳細は財団ホームページ、新宿の街の
　総合案内「しんじゅくナビ」でご覧ください

　太平洋画会会員として活躍した画家、堀
ほり

潔
きよし

（1912～
1989）は、大正5（1916）年より現在の内藤町、戸山
などに居住し、明治・大正・昭和と移りゆく東京の姿
を数多くの水彩画に描き残しました。
　堀の水彩画は、瑞 し々い色彩と溢れる詩情とともに、
時代を写すフォト・ジャーナルのような側面を持っていま
す。その記録性は今後ますます貴重なものとなっていく
でしょう。本展では、堀が丹念に描いた新宿界隈の風
景画やスケッチなどを中心に、約50点を紹介します。

参加団体大募集！ 
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 託児 マークのあるプログラムで実施。
保護者が講座に参加している間、コ
ズミックセンター幼児体育室でお
子様を保育士がお預かりします。

当日電話予約（8時30分～9時）
☎3232-5121
定員: 1区分15名
対象: 生後6ヵ月～未就学児
託児料金: 1人1回300円（券売機で託
児券をご購入ください。当日限り有効）
※体調のすぐれないお子様はお預かりで
　きません
※必ず保護者の方が電話でお申し込み
　ください
※託児予約は受講予約ではありません（受
　講は先着順受付です）
※初回の託児受付時に、就学時まで有効
　の利用登録（無料）が必要です

託児サービスのご案内

月曜
日 火 曜

日

水 曜
日 金 曜

日

土 曜
日

木 曜
日

問合せ：学習・スポーツ課
☎3232-5121

5月～平成24年3月　月～土曜日　全38講座　会場:コズミックセンター

新規講座も登場!

●申込み不要! いつからでも! 何
度でも! 初めての方も安心のプロ
グラム内容です。
コズミックセンター1階レガスポ! 
受付までお越しください。

●受付は開講15分前（木曜アクア
ビクス＋ウォーキングのみ25分
前）より講座開始時間まで
※各講座先着順
※開講後の入場は、講座の進行および
　安全管理上ご遠慮いただいております
※やむを得ず代行または休講となる場
　合があります。あらかじめご了承くだ
　さい

●1回400円! お得な回数券もあり
ます!

●詳細はコズミックセンター窓口
にて配布のプログラム、または財
団ホームページをご覧ください。

 9:30～10:30
楽々足腰健康体操
第1武道場　50名
　足腰の筋力をつけたい方、疲れやすい
方に。介護予防にも最適です。

…新規講座

…託児あり

…女性限定

…室内用運動靴
　着用

 9:30～10:30
ピラティス
多目的室　35名
　普段あまり使っていない身体の内側の
筋肉を呼吸とともに動かし、骨格を調整・
安定させることでボディバランスを整
え、体を本来の状態へと戻しましょう。

 9:30～10:30
気功太極拳
第2武道場　50名
　太極拳の流麗な動きに合わせ、背筋を伸
ばし、しなやかな身体を作りましょう。
協力：紫丹太極研究所

 9:30～10:15
水中ゆっくりウォーキング
プール　40名
　水の浮力により、足腰に負担をかけず
に全身運動ができます。
水着と水泳帽／ゴーグル使用は自由

 9:30～10:30
ヨーガ
第1武道場　50名
　自然な呼吸法とヨーガのポーズを楽し
みながら、心と体をリラックスさせま
しょう。

 9:30～10:30
コンディショニングストレッチ
第2武道場　50名
　内臓脂肪やメタボが気になる方、ス
ポーツ競技をしている方にお勧めです。

 9:45～10:30
親子3B体操1～2歳コース
多目的広場　30名
　音楽に合わせて親子でいろいろな運動
を楽しみます。お子様やママたちの交流
の場として、気楽にご参加ください。
対象: 1～2歳児とその保護者

 9:30～10:30
ヨーガ
小体育室　70名
　自然な呼吸法とヨーガのポーズを楽し
みながら、心と体をリラックスさせま
しょう。

 9:30～10:30
ダンベル＆ストレッチ
小体育室　70名
　低下した筋力をアップ。二の腕、背中
を中心に引き締めましょう。楽しい音楽
に合わせステップ運動、ストレッチ運動
も行います。
ダンベルの無料貸出あり
 （0.5kg､ 1kg、1.4kgの3種類）

 9:30～10:30
ボイストレーニング＆
ストレッチ
第2武道場　50名
　大きな声を出すことにより、新鮮な爽
快感と解放感が得られます。声帯だけに
頼らず、全身を使って発声することは健
康法のひとつです。カラオケのレベル
アップにも……。

10:50～11:50
ゆったり骨盤体操
第1武道場　50名
　腰痛、お腹まわりなど体の悩みは、ゆ
がんだ骨盤が原因かもしれません。ゆっ
くりした体操で悩みを軽減・予防しま
しょう。

10:50～11:40
産後ボディメイク
多目的室　30名
　出産後ゆるんだ骨盤やお腹まわりなど
の気になるラインを引き締め、美しいボ
ディをめざしましょう。産後しばらく経っ
た方もぜひご参加ください。
対象: 産後2ヵ月以降の方
生後2ヵ月～1歳半ぐらいまでの乳児同
伴可

 9:45～10:30
マタニティヨーガ
第1武道場　40名
　妊娠中の運動不足を解消しましょう。
体調に合わせて気軽に参加できます。
対象: 妊娠16週以降の方
※医師、看護師、助産師の付き添いはあ
　りません

 9:30～10:30
ボディコントロール
第2武道場　50名
　ヨーガ、ピラティス、骨盤体操、ラテ
ン・コアなどの要素をとり入れたオリジ
ナルプログラムで、機能的で美しく、し
なやかな体へ楽しくボディメイク!!

10:50～11:50
骨盤体操
第1武道場　50名
　くしゃみがこわい、重いものを持ち上
げるとき｢あっ」と思ったことがある̶̶
骨盤底筋群を引き締めて女性の繊細な悩
みを解消し、明るくはつらつと過ごしま
しょう。
生後2ヵ月～満1歳未満の乳児同伴可

10:50～11:40
シェイプボクシング
多目的室　30名
　ボクサーの機敏性、シェイプされた動
きを追求した協栄ボクシングジム認定講
師があなたを燃焼させます。
協力：㈱プロスタッフ･協栄 10:50～11:40

親子3B体操2～3歳コース
多目的広場　30名
　年齢や成長に合わせたリズム遊びで、
親子やお友だちと楽しみながら運動でき
ます。
対象: 2～3歳児とその保護者

10:50～11:40
産後ヨーガ
第1武道場　40名
　身体と心をほぐすヨーガで出産後の
ボディを整え、楽しくリフレッシュし
ましょう。肩こりや腰痛の改善、筋力&
スタイルアップにも。
対象: 産後2ヵ月以降の方
生後2ヵ月～1歳半ぐらいまでの乳児同
伴可

10:35 ～11:20
アクアビクス＋ウォーキング
プール　50名
　水の浮力や抵抗を利用することにより、
思った以上の運動効果が得られます。
水着と水泳帽／ゴーグル使用は自由

10:50～11:50
パワーヨーガ
第2武道場　50名
　運動量も多く、体が芯から温まってき
ます。気持ちのよい汗を流したい方にお
勧めです。

10:50～11:50
ヒーリングフラ
第2武道場　70名
　癒やしの音楽に合わせて踊れば南国気
分でリラックス! 
ダンス用スカートの着用は自由

12:30～13:20
ラテン・コアダンス
小体育室　70名
　初心者でもOK! 楽しみながらラテン
のリズムでシェイプアップ! ウエストま
わりを引き締め、腰痛予防にもなります。

10:50～11:50
健康ストレッチ
第2武道場　50名
　緊張した筋肉や固くなった体を自分で
ほぐしてみましょう。簡単にできる大切な
ポイントを毎回ていねいに指導します。

10:50～11:50
エアロビクス
小体育室　70名
　インストラクターのリードで楽しく踊
りながら、運動不足を解消しましょう。

13:40～14:30
24式太極拳
小体育室　70名
　気功太極拳の基礎である24式を繰り
返し行います。太極拳の伸びやかな連続
した動きを体得しましょう。
協力：紫丹太極研究所

10:50～11:50
ハワイアンフラ
小体育室　70名
　南国ハワイの優雅で美しいダンスを表
情豊かに踊れば、リフレッシュ効果も増
大します。
ダンス用スカートの着用は自由

10:50～11:50
親子スキンシップ体操
第2武道場　50名
　お子さんと元気に楽しく運動しなが
ら、育児のお悩みも一緒に解消しましょ
う! 1～3歳児対象ということをご了承
いただければ、未就学児までのお子さん
も参加できます。
対象: 1～3歳児とその保護者
安全上、1歳未満のお子さんを同伴する際
はおんぶやだっこをしていただき、保護
者の方から離れないようにお願いします

 9:30～10:30
気功太極拳
多目的室　40名
　太極拳の流麗な動きに合わせ、背筋を
伸ばし、しなやかな身体を作りましょう。
協力：紫丹太極研究所

13:40～14:30
アクアビクス＋ウォーキング
プール　50名
　水の浮力や抵抗を利用することによ
り、思った以上の運動効果を得られます。
水着と水泳帽／ゴーグル使用は自由

19:00～20:00
リラクゼーションフラ
多目的室　40名
　1日の終わりに、気持ちも体もリラッ
クスするフラダンスで癒やしのひと時は
いかがですか？
ダンス用スカートの着用は自由

12:50～13:50
バレエ･エクササイズ
多目的広場　30名
　バレエの洗練された動きを取り入れた
エクササイズで、心と体を磨きましょう！

 9:30～10:30
コンディショニングストレッチ
多目的広場　30名
　週の終わりに体調を整えましょう。内
臓脂肪やメタボが気になる方、スポーツ
競技をしている方にお勧めです。

19:00～20:00
エアロビクス
多目的広場　30名
　インストラクターのリードで楽しく踊
りながら、運動不足を解消してメタボ対
策・予防をしましょう。

14:10～15:10
ヨーガ
多目的広場　30名
　自然な呼吸法とヨーガのポーズを楽し
みながら、心と体をリラックスさせま
しょう。

19:00～19:50
シェイプボクシング
多目的室　30名
　ボクサーの機敏性、シェイプされた動
きを追求する協栄ボクシングジム認定講
師があなたを燃焼させます。
協力：㈱プロスタッフ･協栄

10:50～11:50
ゆっくりヨーガ
多目的室　30名
　ゆっくりとした動きで、男女・年齢を
問わず、どなたでも無理なく楽しんでい
ただけます。

※新宿区からの節電要請により
　5月の夜間プログラムは休講と
　なります。6月以降の詳細は
　学習・スポーツ課へお問い合
　わせください

11:00～11:50
エアロビクス
小体育室　70名
　インストラクターのリードで楽しく踊
りながら、運動不足を解消してメタボ対
策･予防をしましょう。

19:00～19:50
アクアビクス
プール　50名
　水の抵抗により、水の中ではちょっと
した動きでも思った以上の運動効果が得
られます。
水着と水泳帽／ゴーグル使用は自由※　　の表示のないものは、はだしでも

　参加できます

レガス公開スポーツレッスン　
気軽に楽しく運動をはじめてみませんか？
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問合せ：学習・スポーツ課　☎3232-5121

日時: 5月10日（火）　受付8時40分～9時
解散は正午（予定）
集合: 飛鳥山公園噴水前（都電飛鳥山駅・JR
王子駅）
解散: 北千住駅前（JR常磐線・東武伊勢崎線）
問合せ: NPO法人新宿区ウォーキング協会
☎090-3217-4109

日時: 5月25日（水）　8時50分～12時
会場: 戸山多目的運動広場（戸山3-2）
対象: どなたでも。定員30名
参加料: 500円
申込み・問合せ: 5月25日（水）までに電話または
FAXで区グラウンド・ゴルフ協会　川上（☎・
3352-9664）へ

演目: 1団体2曲（1曲5分以内）を演舞。2曲とも新
舞踊でも可とする
対象: 上記の演目を満たし、踊り手が3名以上で、下
記のいずれかに該当する団体
①区民踊連盟加盟団体
②区内在住・在勤・在学者が在籍する団体、または
おもに区内で活動する団体
参加料: 1団体2,000円
申込み: 5月5日（木・祝）～5月20日（金）までに、
所定の申込書（コズミックセンター窓口で配布。財
団ホームページからもダウンロード可）に記入し、
参加料を添えて学習・スポーツ課へ（9時～17時）
日時: 8月13日（土）　10時～16時30分（予定）
会場: 新宿文化センター　大ホール
代表者会議: 5月21日（土）13時から三光会館（大
久保）　※出席必須
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日時: 6月9日～7月28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

対象: 区内在住・在勤の方　各クラス10名
（多数抽選）
参加料: 全8回　4,000円
※新人戦に参加する場合、シングルス1名　
　1,000円、ダブルス1組1,600円の参加料
　が別途必要となります
当落: 返信用はがき送付または6月2日（木）
に財団窓口に掲示
※電話での問合せはご遠慮ください
協力: 新宿区卓球連盟
申込み: 5月29日（日）必着。専用申込用紙
（財団窓口備え付け）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人1応募のみ。返信希望の場合は必ず往
　復はがきで申込んでください

日時: 5月18日（水）　受付8時40分～9時
解散は正午（予定）
集合・解散: 哲学堂公園（西武新宿線新井
薬師前駅・都営大江戸線落合南長崎駅　下
車徒歩約10分）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232 -5121

参加料: 400円
備考: 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
申込み: 当日会場に直接集合。雨天決行
協力: NPO法人新宿区ウォーキング協会

日時: 5月31日、6月7日・14日　いずれも火曜日　16時30
分～18時　全3回
会場: コズミックセンター　大体育室
講師: 
小野剛（元西武ライオンズほか）
南容道（元ボストンレッドソックス1Aほか）
対象: 年長園児～小学校低学年（区内在住・在学の方優先）
15名（多数抽選）
参加料: 全1,500円
申込み: 5月22日（日）必着。往復はがきまたは受信可能な
FAXがある場合は 3209-1833へ、記載例（8面）のほか
学校名・学年を記入し学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121
協力: ゴールデンエイジアカデミー

日時: 5月21日（土）　正午～（受付開始11
時）
会場: コズミックセンター
対象: 区内在住の小学生
申込み: コズミックセンター窓口で配布
の申込書（財団ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を記入のうえ、学習・
スポーツ課へ。当日申込み可
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121
主催: 第35回わんぱく相撲新宿区大会実行
委員会
共催主管: （社）東京青年会議所新宿区委員
会、公益財団法人新宿未来創造財団
共催: 新宿区立小学校PTA連合会

日時: 5月12日～9月15日の原則木曜日　18時～20時　
全22回　※発表会前には火曜日に特練あり
発表会: 9月19日（月・祝）　四谷区民ホール（予定）
※前日にリハーサルを実施予定
会場: 新宿文化センター
講師: 本徳亜希子（『マンマ・ミーア』『クレイジー・フォー・
ユー』『ライオン・キング』などに出演）
対象: 小学4年生以上の方　数名
受講料: 高校生までは全22,000円、その他の方は全44,000
円　※いずれも発表会を含む費用。受講料は数回に分けて集
金する予定です
申込み: 先着順。往復はがきまたはFAX（受信可能な方のみ。

3209-1833）で、記載例（8面）のほかダンスやお芝居の経
験の有無、ミュージカルでやってみたいこと、自分の得意なこと
を記入し、子ども・地域課へ
問合せ: 子ども・地域課　☎3232-5122

時間: 9時30分～11時30分
会場: コズミックセンターほか
対象: 区内在住・在学の小学1～4年生
Aコース＝小学1・2年生　親子40組
Bコース＝小学3・4年生　30名
参加料: 全3,200円
共催: NPO法人子ども・宇宙・未来の会
協力: 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙教
育センター
申込み: 6月9日（木）必着。往復はがきまたはFAX（受信可
能な方のみ。 3209-1833）で、記載例（8面）のほか学校
名・学年、保護者名を記入し、子ども・地域課へ
※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

日時: 6月1日～7月20日の毎週水曜日
16時30分～18時　全8回
会場: コズミックセンター　小体育室ほか
対象: 小学生　50名
参加料: 全1,600円
申込み: 5月16日（月）必着。往復はがき
または受信可能なFAXがある場合は
3209 -1833へ、記載例（8面）のほか学
校名・学年、身長・体重を記入し、子ど
も・地域課へ
問合せ: 子ども・地域課　
☎3232-5122

子ども
未来講座

日程 プログラム

6月26日（日） 開校式、「宇宙の学校」オリエンテーション、
プラネタリウム、夏の星座解説

8月28日（日） ペットボトルロケットをつくろう

10月16日（日）Aコース＝飛ぶ種のひみつ
Bコース＝植物の骨を探そう

12月18日（日）
Aコース＝ストローロケットを飛ばそう
Bコース＝液状化って何だろう?
レポート発表、閉校式

①新緑の飛鳥山から
　荒川の川風に吹かれて　約10km
　荒川土手を吹き抜ける初夏の川風を
味わおう。

　ゴルフをアレンジしたスポーツです。高度な
技術は必要ないので、年齢や障がいの有無を
問わずどなたでも気軽にプレーできます。
※道具の無料貸出あり

　区内で活動する民踊愛好家のみなさん、日頃
の練習成果を文化センター大ホールの大舞台で
発表しませんか? 奮ってご参加ください!

　8月21日（日）にコズミックセンターで
行われる新宿区卓球新人・トップ大会
（初級の部）に参加することを目標に、
2ヵ月間練習します。
※新宿区からの節電要請により、夜間クラ
　スは中止となる場合がございます

②わが町新宿周回ウォーク　
　落合・中井地区　約8km
　わが町新宿区の良さを再発見しま
しょう。

　グローブ、バット、ユニフォーム不要! 野球をこれから
始めようと思っているキミにピッタリの基礎体験スクール
です。教えるのは経験豊富な元プロ選手です!

　35代目の新宿区の横綱は誰だ! 
5月21日、コズミックセンターで決定!!

　歌って踊って芝居して! 目標は9月の発表会! みんな
で創るステージは感動もひとしおです。約20回ある歌
やダンスの練習には、いつも新しい発見がいっぱい。
あなたも憧れのミュージカルの世界を体験しませんか?

　宇宙のことだけではなく、身近な不思議を実験や工
作で楽しく学ぼう! 月1回、全4回にわたるスクーリング
では、おもしろいプログラムが満載です。また、ご家
庭でもできる実験などを写真やイラストで説明したテキ
ストを毎回配布します。親子で科学を楽しもう!

　走って、跳んで、全身を使い
ながらたくさん汗をかいて、体
育の「ちょっと苦手な種目」を克
服しよう!
　小学生かけっこでは、正しい
走り方を練習してタイムをあげ
る練習をします。

日時: 5月29日（日）　16時～　※天候など
により開催中止になる場合があります
会場: 国立競技場（新宿区霞ヶ丘町10-2）　
※ホーム側自由席です
試合内容: 東京ヴェルディvsガイナーレ鳥取
対象: 区内在住・在勤・在学の障がいのある
方　50名（多数抽選）
※車椅子をご利用の方は必ずお申出ください

参加料: 障がいのある方ご本人は無料。付き
添いの方は1名につき500円。高校生以下・
65歳以上の方は無料
申込み・問合せ: 5月19日（木）までに、往復
はがき、電話、FAXまたはインターネットで
学習・スポーツ課（☎3232-5121 3209-
1833）へ

レガスでスポーツ!

一歩一歩、健康づくり♪

グラウンド・ゴルフ初心者教室

区民総合体育大会
民踊大会　参加団体募集 ! 

初級卓球教室
2ヵ月実践コース !

レガスキッズ あつまれ!
集まれ! 野球初体験者 
新宿ミニ野球スクール

第35回
わんぱく相撲
新宿区大会野球初心者の年長園児～小学校低学年

向けの室内野球教室です ! 

受講生募集

水曜チャレンジ

小学生かけっこに
チャレンジ!

宇宙の学校

新宿ミュージカル講座

3

無
　料
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　障がいのある方にプロサッカーの試合を生
で観戦していただく企画です。国立競技場
で東京ヴェルディに熱い応援を送りましょう!

東京ヴェルディ・
障がい者招待デー

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/


日時: 6月25日～7月23日の毎週土曜日　
14時～16時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
参加料: 全2,000円（1回500円）
講師: 東京都埋蔵文化財センター職員
定員: 60名（多数抽選）
申込み: 6月15日（水）必着。往復はがきに全
回または希望回を明記のうえ、記載例
（8面）のとおり記入し学芸課へ

会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
参加料: 各回500円　全3回
定員: 100名（多数抽選）
申込み: 6月3日（金）必着。往復はがきに全回または希望回を明記
のうえ、記載例（8面）のとおり記入し学芸課へ

日時: 5月29日（日）　9時～12時
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: 5月20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

※5月10日（火）に一部
　展示替えを行います
期間: 5月29日（日）まで
9時30分～17時30分
（入館は17時まで）
休館日: 5月9日（月）・23
日（月）
会場: 新宿歴史博物館　
地下1階企画展示室

期間: 展示中～5月31日（火）まで
場所: 佐伯祐三アトリエ記念館
管理棟ミニギャラリー

宮
川
春
汀
「
風
俗
通
」

問合せ：新宿歴史博物館　学芸課　☎3359-2131

歌
川
広
重　

名
所
江
戸
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景
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谷
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幡
」

JR市ヶ谷駅（集合）→市谷亀岡八幡宮→新宿歴史博物館→四谷大木戸跡→太宗寺（解散）（約3km）
※コースは予定です見見見見見見学学学学学地地地地地

日時: 6月18日（土）・24日（金）・25
日（土）10時・13時・14時30分 全
3回（各回80分）
定員: 各日・各回とも20名（定員を
超えた場合抽選）
参加料: 300円
申込み: 6月16日（木）〔6月18日分は
6月9日（木）〕必着で、往復はがきに
記載例（8面）のほか希望日・希望時間
を必ず記入し、新宿歴史博物館へ
※1応募1名
問合せ: 新宿歴史博物館　
☎3359-2131

　芙美子の命日にちなみ、通常は立
ち入ることのできない林芙美子記念館
（東京都選定歴史的建造物）の建物
内部を特別公開します。
　芙美子のこだわりが凝縮された“東西
南北風の吹き抜ける家”をこの機会に
ご鑑賞ください。

生涯を住む家となれば、何よりも、
愛らしい美しい家を造りたいと思つた。

　～「家をつくるにあたって」より　

林芙美子記念館

建物内部建物内部の
　　　特別公開　　　特別公開

四
谷
見
附
跡

日時: 6月19日（日）　9時～12時　雨天決行
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）
見学地: 千代田区立外濠公園総合グラウンド（集合）→東京メトロ
南北線市ヶ谷駅展示スペース→清水門→江戸城天守閣跡→千鳥ヶ
淵→田安門（約4km）　※コースは予定です
申込み: 6月9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、学芸課へ

アート・工芸
若葉の会いけ花　茶の湯　3565-2378村田
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　13:00頃から。
アートフラワーのおすすめ　エス・フルール
この頃私の作品は、フランス、ギリシャ、タ
ヒチ、ポルトガル等の美術館に出展し、賞を
頂いております。あなたもはじめませんか。
月2回\2400、材料約\1000、場所：高田馬場
2丁目 ☎03-3200-9048 電話でお申込下さい

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

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

音　楽
新宿津軽三味線教室　☎3341-2849　宍戸
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
♪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～℡3358-1162　平野

♪0才からの知育音楽教室＠高田馬場
6ヶ月～の個人レッスン♪4才以上はピアノ
ご住所・お名前年令ご記入の上 のみで受付
資料をお送り致します。　 03-3369-7510
はじめての三味線 ☎ 3344-0454（リノイエ）
1回2,500円/長唄を通して江戸文化を学ぶ
「ポップ三味線」でHP検索/西新宿･十二社通
ピアノ教室♪百人町社保付近 080-2065-3162
レベルに合わせ楽しく♪丁寧に指導致します
月￥6000　♪ピアノ導入前3-4歳児レッスンも
あります。　http://kumakipiano.com/ 熊木
あなたの声を優しく変身　3353-1338福田
歌謡曲・ロマン演歌他　軽いストレッチ、声の
トレーニングで声帯を鍛え老化を防ぎます。

　掲載のお申込みは財団ホームページの 23年
度Oh! レガス広告お申込み受付中！ 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・
会場などは予定です。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。

　平成19年の「’07新宿の遺跡」展開
催以来、新たな調査個所・遺跡・出
土品が収蔵されてきました。これら
を速報的に、また、これまで活用さ
れてこなかった資料や地域の特集も
あわせて紹介する展示会に関連させ
た考古学講座を開催します。講座内
容の詳細は、財団ホームページとチ
ラシにてお知らせいたします。

　代表作『遠野物語』をはじめ数多くの著作を著し、「日本民
俗学の父」と称される柳田國男は、明治8（1875）年に現在
の兵庫県福崎町で生まれました。
　昨年は、新宿で著した『遠野物語』が世に出てから百年を
迎えるのを記念し数々のイベントを行いました。本年は柳
田國男の生地、福崎町と協働して講座を開催します。

時間: いずれも14時～16時

　歌川広重の錦絵に描かれた区内の名所、「市ヶ
谷八幡」、「四ッ谷内藤新宿」をめぐり、付近の史
跡を見学するほか、新宿歴史博物館で開催中の
所蔵資料展「錦絵の世界」を鑑賞します。

　二代歌川広重の代表作「江戸名勝図
ず

会
え

」（16点）、江
戸の町火消し「いろは四十八組」に役者を配した三代歌
川豊国らの貼

はり

交
まぜ

絵
え

「江戸の華名勝会」（70点）、明治の
浮世絵師、宮川春

しゅん

汀
てい

「風俗通」（40点）、楊洲周
ちか

延
のぶ

「千代
田の御表」（36点）̶ ̶これらの連作を初めて公開して
います。
　そのほか初代歌川広重の「名所江戸百景」から市ヶ
谷八幡、高田の馬場
など区内を描いた錦
絵も展示しています。
錦絵の華麗な世界を
お楽しみください。

日　程 演　題（予定） 講　　師

①6月19日（日）災害と柳田國男～経世済民の思想～
東京学芸大学教授
石井正己

②6月26日（日）柳田國男の生誕地・福崎～50年祭を前に～
福崎町社会教育課主事・
学芸員　長谷川幸子

③7月3日（日） 故郷と柳田國男
～立身出世と近代～

東京学芸大学教授
石井正己

　佐伯祐三アトリエ記念館ミニギャラリーでは、
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。好評につき、この展示を5月末ま
で延長します。

　都心に残る日本最大の城郭、江戸城。江戸の
面影を伝える国指定史跡「江戸城外堀跡」とそれ
に関連する史跡をめぐります。
　史跡ガイドボランティアの解説付きです。

所蔵資料展 「新宿の遺跡」関連
考古学講座

連続講座

柳田國男の軌跡～福崎から新宿へ～

所蔵資料展

錦絵の世界
第1回歴史・文化探訪

広重の描いた
世界を訪ねる

新宿の歴史に触れよう!!

佐伯祐三アトリエ記念館ミニギャラリー

パネル展示延長

展示延長のお知らせ

国史跡「江戸城外堀跡」普及啓発事業
江戸城外堀関連史跡めぐり
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日時:
「輝く太陽と春の星座」：5月7日（土）・8日（日）・14日（土）・22日（日）
「暦の話と夏の星空」：5月28日（土）、6月11日（土）・19日（日）・
25日（土）　※7月以降もあります　
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（1回約50分）
※途中入退場はご遠慮ください
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

会場: コズミックセンター
対象: 区内在住・在勤の方　30名（多数抽選。生涯学習支援者バンクに指導者・支
援者として登録されている方を優先）
申込み: 締切は下表参照。往復はがき、電話またはFAX（受信可能な方のみ
3209-1833）のいずれかで、記載例（8面）のほか①支援者バンク登録の有
無②参加希望講習の番号を明記し、学習・スポーツ課へ

日時: 6月21日～8月9日の毎週火曜日　全8回　13
時15分～15時15分
内容: 発声方法やセリフ術を通じて、表情豊かに台本を
音読
会場: コズミックセンター　3階小会議室
講師: 岡田由記子（劇団鳥獣戯画出身・レガスポ! 講師）
対象: 区内在住・在勤・在学の方　24名（多数抽選）
持ち物: 筆記用具
参加費: 全4,000円（初回に徴収）
申込み: 5月25日（水）必着。往復はがき、インターネッ
トまたはFAX（受信可能なFAXがある場合 3209-
1833）のいずれかで、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

問合せ:学習・スポーツ課　☎3232-5121

日時: 6月25日（土）　10時～12時
会場: コズミックセンター
対象: 区内在住・在勤の方　先着40名　
※生後6ヵ月～未就学児に限り、先着10名ま
　で無料託児あり
協力: 子供にかけるお金を考える会
申込み: 5月6日（金）から受付開始。電話ま
たは受信可能なFAXがある場合は 3209-
1833へ、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お電話にてお申
　込みください

日時: 5月21日（土）　10時30分～11時30分
対象: 区内在住・在勤・在学で心身に障がいのある方とご家族・介
助者　先着70名
申込み: 先着順で受付。電話、FAXで記載例（8面）のほか、障がい
の種類、介助者・車椅子利用の有無を記入し学習・スポー
ツ課へ

　にぎやかな冬の星座が西の空に移り、春の星座が優し
く輝き始めました。春の星空解説のほか、宇宙船に乗っ
て探る「輝く太陽」の解説とともに、しし座の物語もあ
わせてお楽しみください。5月 28日より夏のプログラム
が始まります。

春プログラム 「輝く太陽と春の星座」
夏プログラム 「暦の話と夏の星空」

対象: 区内在住・在勤の方ほか
申込み: 各講座申込み締切日必着。往
復はがき（8面の記載例を参照）
ほか

会場: コズミックセンター　8階プラネタリウム

問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121  3209-1833

♪ピアノ・ソルフェージュ教室☎3952-5055 
桐朋音大・音教講師によるレッスン 
初歩～受験まで　合格実績多数　中井駅7分
http://solpiano.blog41.fc2.com/ （志村） 
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
アマチュアクラシックフェスティバル2011
ピアノ・声楽コンクール 出場者募集！
8月7日（日）四谷区民ホール 後援：東京都
KOSMA音楽愛好会　電話078-646-9001
〒653-0836神戸市長田区神楽町4-4-4-301

ヴァイオリン教室　生徒募集　3208-3394
月￥7000～／若松河田
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

外国語・外国文化
－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
NHK講師他の英会話,スペイン語,フランス語
ロシア語,韓国語クラス! 50～70代の方中心
\1575～/1回新宿と池袋03（3984）1180WING

ベテランの外国人講師が楽しく教えます。
英語・仏語・西語・伊語・独語・中・韓国語　他
幼児から上級迄　マンツーマン3150円～
グループ可　曙橋駅A4より徒歩１分LIG
0333554471http://home.att.ne.jp/air/lig/

ホストファミリー募集
日本語を勉強するフランス人研修生をホーム
ステイさせて下さい。7～9月各月単位、謝礼
6万5千円/4週（朝夕食込）、語学力不要。
原宿駅　エスパス・ラング東京☎3486-0120
洋書絵本で英語♪　@荒木町　0才～大人

洋書絵本を暗唱、歌いながら楽しく使える
英語を身につけましょう!月\3000/3回～
09035495375　田部井　曜日応相談

英会話サロン・アオキ
英会話コース／英検コース
TOEICコース／高校・大学受験コース
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

その他
個別指導　WAKO塾　生徒募集

小学生　中学生　高校生 　受験　補習　
新学習指導要領に対応　　内申点アップ
高田馬場3-34-16　　無料体験有　
☎3363 -3915 wakoj@sousekei.com
http://www.ac.auone-net.jp/̃wakojuku/

　演劇の台本を芝居気たっぷりに音読して、表情
豊かに笑顔いっぱい! 第一印象をよくする自己発信
のコツをつかんで、コミュニケーション能力に磨きを
かけましょう! 
　大声を出すと気持ちがいいですよ。

日　　時 テーマ・内　容 講　　師 申込み締切

①6月4日（土）
13:30～16:30

障がい者との関わり方学習会
～体験してわかるサポートのポイント～
　障がいを疑似体験できる装具を身につけ
たり、車イスに乗ったりして、ハンディの
ある状態でスポーツ吹き矢を体験します。
障がいのある身になり、気持ちを理解する
ことで言葉掛けやサポートのポイントを学
べます。

荒井和子
（社団法人日本
スポーツ吹矢協
会）

5月27日
（金）

②6月18日（土）
14:00～16:00

ボランティア入門講座
～自分らしいボランティアを始めよう～
　求められるボランティアの力。いろいろ
なボランティアのかたちやポイントを知っ
て、活動のきっかけを一緒につくりません
か? ボランティア実践者から直接具体例
を学びます。

社会福祉法人
新宿区社会福祉
協議会

6月10日
（金）

　区内で活動しているみなさんに役立つ実践的な講習会で
す。その他の方でも、テーマに興味がある方ならどなたで
も参加できます。

　家計の中で大きな割合を占める教育
費。大学を卒業するまでにかかる教育費
はいくらぐらいかご存じですか? 必要な
時期や金額を把握して、計画的に準備し
ましょう。

　途中入退場OK! 声を出しても大丈夫。障がいの種類
にかかわらず、周りに気兼ねなくプラネタリウムをご観
賞ください。
※内容は一般公開中の春プログラムと同じです

　区内で活動している自主活動団体が歴史や絵画の区民講
座をプロデュースしています。
　詳細は、財団窓口および生涯学習館や地域センターなど
にある「区民プロデュース講座のご案内」をご覧ください。

※上記講座のほか、財団ホームページの区民プロデュース事業専用バナーより簡単申込みができます

若松地域センター（若松町12-6）

三国志に学ぶ人間学／歴史に学ぶ会
　中国古典「三国志」は、諸葛孔明を中心に興味つきな
い歴史的事象に満ちています。現代の我々に何を教え
てくれるのでしょうか。

日程: 5月18日（水）～9月21日（水）　13時～15時　
全5回　
定員: 15名
費用: 全2,500円
申込み: 往復はがき、 、財団ホームページ5月13
日（金）まで 

戸塚地域センター（高田馬場2-18-1）

「旅の簡単スケッチ水彩画」講習／月描会
　旅の寸暇で描く、簡単スケッチ画。6ヵ月10回で必
ず習得できます。区民プロデュース事業で、安い費用
（屋外スケッチツアーも）で良い先生&充実内容!

日程: 5月22日（日）～10月30日（日）　おもに17時
45分～20時45分　全10回
定員: 30名
費用: 全10,000円（別途教材費1,500円）　
申込み: 往復はがき、 、財団ホームページ5月12
日（木）まで

舞台女優に学ぶ! 
コミュニケーション能力を高めるための

台本音読講座

レガスで学ぼう!

春の星空を見上げてみよう
障がいのある方のための
プラネタリウム体験

教育資金、どうしていますか?
教育費の貯め方・
準備方法

講座

単申込み

教育資

新緑の美しい季節から、新しいことを始めてみませんか?

区民プロデュース事業受講生募集!
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／Inquiries : Cultural Exchange Division／问讯 :问讯 : 文化交流课／문의: 문화교류과　☎3350 -1141

絵と書がつなぐ交流の輪
友好都市児童・生徒作品交流展
作品募集

アレクサンドル大聖堂

プロブティク・ロマン・シアター

ブルガリア国会議事堂

ヨーグルト・スープ
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Date and time: Every Saturday 10:00 to 12:00, May 
14 （Sat） to July 16 （Sat） （total 10 lessons）
Location: Okubo Elementary School （1-1-21 Okubo）
Eligibility: 20 foreign parent-child pairs （fi rst-come 
fi rst-serve）, introductory to intermediate level
Fees: 500 yen/person （covers all lessons）
Applications: By fax （3359-4839）, email, postal 
mail, or phone to the Cultural Exchange Division. 
Please indicate①Parent’s name and fluent 
language ②child’s name, age and fl uent language 
③address ④phone number ⑤ fax number.

 bunka@regasu-shinjuku.or.jp
Hosted by: Shinjuku Niji no Kai

Foreign Resident Advisory Center: 9:30 to 12:00 / 13:00 
to 16:30
English=Mondays through Fridays　Chinese=Mondays, 
Wednesdays, Fridays　Korean=Tuesdays, Thursdays
1F Shinjuku City Offi ce
TEL: 5272-5060
Foreigner Consultation Corner: 10:00 to 12:00 / 
13:00 to 17:00
English=Thursdays, 1st,3rd,5th Wednesdays & 3rd 
Friday　Chinese=Tuesdays, Thursdays　Korean=Monday 
Afternoons,Fridays　Thai=Tuesdays　Burmese=Thursdays
Status of Residence (Japanese)=2nd Friday 18:30 to 
20:30 (Cancelled in May)
Shinjuku Multicultural Plaza (Hygeia 11F, 2-44-1 Kabuki-
cho)
TEL: 5291-5171

일시: 5월 14일(토)∼7월 16일(토)의 매
주 토요일　10시∼12시　총 10회
장소: 오쿠보 초등학교내（오쿠보 1-1-
21）
대상: 외국인 가족 20팀（선착순）, 일
본어 수준 초급∼중급인 분
참가비: 1인당 500엔（전회분）
신청: 팩스 3359-4839, 이메일, 우송, 
전화 중의 하나를 통해 문화교류과로.
「①부모 이름, 할 수 있는 언어②아이 이
름, 나이, 할 수 있는 언어③주소④전화번
호⑤팩스번호」를 기입해 주십시오.
bunka@regasu-shinjuku.or.jp

공동주최: 신주쿠 니지노카이

외국인 상담창구: 9시 30분∼12시／13시∼
16시30분
영어＝월∼금요일　중국어＝월, 수, 금요일
　한국어＝화, 목요일 　신주쿠구청 본청사 
1층
전화: 5272-5080
외국인 상담코너: 10시∼12시／13시∼17시
영어＝목요일, 첫째주·셋째주·다섯째
주 수요일, 셋째주 금요일　중국어＝화, 
목요일　한국어＝월요일 오후, 금요일　
태국어＝.화요일　미얀마어＝목요일
재류자격(일본어)＝둘째주 금요일 18시 
30분∼20시 30분 (5월은 중지)
신주쿠 다문화공생플라자(가부키초 
2-44-1 하이지아 11층)
전화: 5291-5171
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 Gently introducing Japanese to parents 
and children. Enjoy studying together 
with lively lessons. Childcare is available 
so parents with nursing infants are 
welcome to join.

 Feel free to ask us for information about 
daily struggles or confusion. Information is 
available for both Japanese and foreigners. All 
consultation is handled confi dentially and at no 
cost.

　일본어를 모르는 가족에게 친절하
게 일본어를 가르칩니다 . 가족이 함
께 즐겁게 공부합시다 . 탁아소가 있
으므로 영유아와 함께 참가하셔도 대
환영입니다 !

　일상생활 등에서 고민하거나 모르
는 점이 있으시다면 가볍게 상담바랍
니다 . 일본인이나 외국인 , 누구나 상
담 가능합니다 . 개인정보는 엄수하
며 상담료는 무료입니다 .

日期: 日 期: 5月14日(周六)～7月16日（周
六）的毎个周六　10时～12时　共10回
会场: 会场: 大久保小学校内（大久保1-1-21）
对象: 对象: 外国人亲子20组（以先到为序）、日
语水平初级～中级者
参加费: 参加费: 1人500日元（10回的费用）
申请: 申请: 以传真3359-4839、电子邮件、邮
寄、电话的任一种形式，向文化交流课申
请。写清〈①家长的姓名、熟练的语言②
孩子的姓名、年龄、熟练的语言③地址④
电话号码⑤传真号码〉。
bunka@regasu-shinjuku.or.jp

共同主办:共同主办: 新宿虹之会

外国人问讯窗口: 外国人问讯窗口: 9时30分～12时／13
时～16时30分
英文＝周一～五　中文＝周一、三、五　
韩语＝周二、四　
新宿区役所本厅舍１楼
电话: 电话: 5272-5070
外国人问讯角: 外国人问讯角: 10时～12时／13时～
17时
英文＝周四、第１、３、５周三、第３周
五　中文＝周二、四　韩语＝周一的下
午、周五　泰语＝周二　缅甸语＝周四
在留资格（日语）＝第２周五的18时30
分～20时30分（五月停办）
新宿多文化共生广场（歌舞伎町2-44-1
海基亚大厦11楼）
电话: 电话: 5291-5171

　为不会日语的亲子，细致地教日
语。请带孩子一起来愉快地学习吧！
因为有托儿，所以非常欢迎带乳幼
儿一起来参加！

　如果在日常生活等中产生烦恼、
有不知道的事情的话，请随时来问
讯。日本人也好外国人也好，任何
人都可问讯。严格保护个人信息。
免费问讯。

　毎年区内の児童・生徒のみなさんの絵画・書道作品を「友
好都市児童・生徒作品交流展」で展示するとともに、海外友
好都市（ギリシャ・中国）に作品を贈呈し、交流しています。あ
なたの作品で海外との友好の橋渡しをしてみませんか?

　トルコと隣接し、地中海経由でアフリカの
文化に影響を受けつつも、独自の文化を育
んできたヨーロッパへの入り口の国「ブルガ
リア」。魅力あふれる食・文化・芸術・歴史を
通じて、ブルガリアについて学びませんか?

　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。都内での進学について、外国人入試の
動向や学校での進路指導、受験者の体験談など、多
方面からの話を聞く絶好の機会です。
　今年度以降進学予定の方もご参加いただけます。
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。

　日本での生活適応に苦労する、日本語を母語としない
子どもたち。新宿区の小中学校に通うそんな子どもたち
のために日本語を教えたい方、地域ボランティアとして
活躍してみませんか？ http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=352

現在募集中の講座・イベントなど
・新宿区日本語教室　・親子日本語教室（4月～7月）
・夜の子ども日本語教室
・外国人相談窓口
　（日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、ミャンマー語）

 英語のページ
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=279

  中国語のページ
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=281
 韓国語のページ
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=286
※ブラウザによっては正しく表示されないものがあります

問合せ: 文化交流課　☎3350-1141
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　日本語を学びたい、いろいろな国の人と交流したい、困っ
ていること・悩んでいることを相談したいなど、外国人向け
の多文化共生情報は下記ホームページをご覧ください。
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Family Japanese Language Class
（childcare available）

Foreign Resident Advisory Center/ 
Foreigner Consultation Corner

외국인 부모와 아이를 위한 
일본어교실（탁아소 있음）

외국인을 위한 
가족 일본어교실（탁아소 있음）

为外国人所举办的为外国人所举办的
家长与儿童共同参加的家长与儿童共同参加的
日语教室日语教室（有托儿）（有托儿）

外国人问讯窗口／外国人问讯窗口／
外国人问讯角外国人问讯角

日時: 5月26日～7月28日の毎週木曜日　10時～12時30分　全10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）
対象: ①これから日本語支援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、区内での子ども向
け日本語学習支援事業などに参加できる方　※区内の「放課後日
本語学習支援」で活動するには、原則として本講座の受講が必須
となります
定員: 30名
講師: 関口明子ほか公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）所属
教師
申込み: 5月16日（月）必着。はがきまたはEメールで、記載例（8面）
とFAX番号、応募理由を明記し、文化交流課へ。応募者多数の場
合、応募理由を参考に選考し、結果を応募者全員にお知らせします
bunka@regasu-shinjuku.or.jp

内容: ①ブルガリア料理体験　②ブルガリア理解
講座
日時: ①6月25日（土）11時～13時　②6月26 
日（日）14時～16時
会場: ①大久保地域センター（大久保2-12-7）　
②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）
対象: どなたでも。①25名　②30名（多数抽選）
参加料: ①1,300円　②400円
講師: バルカン・ブリッジ株式会社
申込み: ①は6月12日（日）、②は6月20日（月）
必着。電話またはFAXで（ 3350-4839）、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: 6月19日（日）　13時～17時（予定）
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）　
対象: 母語が外国語の生徒・保護者、および日本語が不自由
な帰国子女。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可　45名
参加料: テキスト代200円（希望者のみ）
申込み: 事前申込み不要。当日会場においでください。
通訳: 韓国語・中国語・タイ語・タガログ語・英語（予定）。
他の言語は事前にお問い合わせください
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

友好都市児童・生徒作品交流展（予定）
10月22日（土）～25日（火）
新宿駅西口広場イベントコーナー
対象: 区内在住の3歳～15歳（中学生まで）の方
テーマ: 自由（ただし、マンガ・アニメを題材にした作品はご遠慮ください）
素材・大きさ: ①絵画作品＝縦横とも1m以内。額縁などは使用しな
いでください　②書道作品＝通常の半紙大のもの、または長さ2m以
内のもの
※①②とも展示の都合上、立体物はご遠慮ください
申込み: 参加希望の方には、作品に貼付していただくラベルを郵送いた
しますので、問合せ先までご連絡ください
提出締切: 7月29日（金）必着
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141 
bunka@regasu-shinjuku.or.jp
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多文化交流プログラム ブルガリア・シリーズ
ブルガリアってどんな国？

知っておきたいブルガリア名物

高校進学の準備はできていますか?
外国人・帰国子女のための
高校進学ガイダンス

母語が日本語でない子どもたちを支援しよう
日本語の教え方講座　受講者募集！

しんじゅく多文化共生プラザ 検  索
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振込先

　窓口購入　 ※休館日を除く
①新宿文化センター　9時～19時
②コズミックセンター　9時～19時
③新宿歴史博物館　9時30分～17時
お支払方法：現金

　電話予約
①新宿文化センター　☎3350-1141
受付時間: 9時～19時（休館日を除く）
②チケットぴあ　☎0570-02-9999
※音声案内に従い、希望公演のPコー
　ドを入力してください
※お取扱いのない公演もございます

　インターネット予約
　 マークの公演は、財団ホームペー
ジの主催公演チケットのページからお
申込みいただけます。
※ご利用方法をよくお読みになり、イ
　ンターネット予約のページへお進み
　ください
※窓口販売開始日の翌日10時からご
　利用いただけます
※チケットの郵送をご希望の場合は、
　公演3週間前までにご予約ください
※インターネットでの予約・購入には、
　会員登録が必要です（無料）

　お支払方法（窓口購入以外の場合）
　ご予約後1週間以内に下記のいずれかの方法でお支払く
ださい。
①窓口引換　
　新宿文化センター窓口にお越しください。
②郵便振替
　ご予約後、下記のゆうちょ銀行口座にチケット代と送料
（80円）をお振込みください。入金の際、郵便局備えつけ
の青色の振込用紙に「予約済み公演名、枚数、席種、予約
者の住所・氏名・電話番号」を明記してください。入金確認
後、チケットを発送します。

  加入者名（振込先）：新宿文化センター
  口座番号：00180-0-263305

③ネットバンキング
　インターネット予約の場合のみ、クレジットカードとネッ
トバンキングでのお支払い（マルチペイメントサービス）が
可能です。

※ご利用には会員登録（無料）が必要です
※別途手数料（予約1件につき150円～300円）が加算され
　ます
※入金確認からチケット発送までに約1～2週間必要です。
　お早めにご入金ください
※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
・窓口でのご購入およびインターネット予約以外では、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。電話予約のみ）。
・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一人様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チケットの払い戻しは行いません。 
 紛失の場合も再発行はできませんのでご注意ください。

出演: 京谷弘司タンゴトリオ
京谷弘司（バンドネオン）・喜多直毅（ヴァイ
オリン）・淡路七穂子（ピアノ）
会場: 新宿文化センター　小ホール
日時: 8月6日（土）　15時開演（14時30分開場）
入場料: 全席自由　一般3,500円　区民割引 
 3,000円（先着100名様）
発売日（5月11日（水））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で
販売。翌日から新宿文化センターでの電話予
約、財団ホームページでの予約ができます。
※区民割引は窓口販売限定。購入時に住所の
　わかる公的機関発行の証明書をお持ちく
　ださい。証明書1枚で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（下段）参照
（新宿文化センター、コズミックセンター、
新宿歴史博物館各窓口にて取扱い）
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

　今年も新宿区合唱連盟に加盟
する46団体がバラエティに富んだ
パフォーマンスを発表します。どう
ぞご期待ください。

日時: 6月11日（土）　正午開演（予定）
会場: 新宿文化センター　大ホール
申込み: 不要。直接会場へお越しくだ
さい
主催: 新宿区合唱連盟
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

　東日本大震災の影響により、新宿文化センター大ホールの壁面タイルが剥落する可
能性が否定できないため、お客様の安全を第一に考え、適切な処理をするまでの間、
ご利用を中止させていただいております。これに伴い、下記の事業・公演は中止・変
更となります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

5月14日（土）新宿春の楽しいジャズ祭り→ 中止

5月28日（土）鈴木能律子フラメンコスタジオ第11回発表会
→ 変更  7月31日（日）　17時開演　
　　　　日比谷公会堂（千代田区日比谷公園1-3）

5月29日（日）新宿混声合唱団第44回定期演奏会
→ 変更  5月29日（日）　14時開演　
　　　　すみだトリフォニーホール　大ホール（墨田区錦糸1-2-3）

※大ホールで5月に開催予定だったその他の公演の詳細については、日時がわかり次第随時、財　
　団ホームページにてお知らせします

　日本が誇るバンドネオン奏者、京谷弘司が
新宿の夏にお贈りする大人のためのライブコンサート。
情熱的なアルゼンチン・タンゴの調べをお楽しみください。

京谷弘司タンゴトリオ京谷弘司タンゴトリオ
 in Shinjuku in Shinjuku

5月11日（水）
発売!

バラエティ豊富!

　大久保スポーツプラザ
日程: 月1回月曜日　6月6日、7月4日、8月1
日、9月5日、10月3日、11月7日、12月5日、
平成24年1月9日、2月6日、3月5日
定員: 50名（先着順）
問合せ: 施設課　☎3232-7701

　新宿文化センター
日程: 月1回金曜日　6月17日、7月22日、8月
19日、9月30日、10月14日、11月25日、12月
16日、平成24年1月27日、2月17日、3月23日
定員: 40名（先着順）
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

時間: いずれも10時30分開演（10時開場）
参加料: 400円
協力: 公益社団法人落語芸術協会
申込み: 事前申込み不要。当日会場で参加
料をお支払いください

大久保スポーツプラザ
5月23日（月） 柳亭小痴楽／春風亭吉好
新宿文化センター
5月27日（金） 神田蘭／桂宮治

　落語芸術協会所属の若手演者2名が笑いの空間を創ります。二ツ目、前
座の落語家（講談師）が魅せる50分間。間近でお気軽にお楽しみ頂けます。 
各回、硬軟取り混ぜてのラインナップで、落語の世界の魅力が満載。初
心者の方から通の方まで、抜群の臨場感でお楽しみください。

今
月
の
開
催

新宿区合唱連盟合唱祭

初夏にうたおう
 気軽に寄

よ

席
せ

を楽しもう!

新宿文化寄席  「落語in和室」開催!!

事業・公演の中止・変更のお知らせ（大ホール）
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無
　料

区民
割引

RYOEI

下地勇

大城蘭

よなは徹

古謝美佐子

琉神

出演: 古謝美佐子、下地勇、よなは徹、RYOEI、
大城蘭、琉神、佐原一哉（演出・構成）
日時: 7月30日（土）16時開演（15時30分開場）
会場: 新宿文化センター　大ホール
入場料: 全席指定
 一般4,000円　区民割引3,500円
※区民割引は窓口販売限定。購入時に住所のわか
　る公的機関発行の証明書をお持ちください。1
　枚の証明書で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（下段）参照
連携: 新宿エイサーまつり実行委員会
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

　毎年恒例、真夏の新宿の風物詩となった
「新宿エイサーまつり」。今年もこのお祭りと
一緒に心地よい沖縄音楽に酔いしれませんか。
沖縄民謡の第一人者、古謝美佐子を中心に、
各出演者が新宿に“琉球の風”を運んでくれま
す。さあ、あなたも新宿文化センターに“めん
そ～れ”!

新宿エイサーまつり関連事業

沖縄音楽フェスティバル

区民
割引

柳
亭
小
痴
楽

桂
宮
治

神
田
蘭

春
風
亭
吉
好

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/


　東日本大震災の影響による節電要請に伴い、都立新
宿山吹高等学校体育施設等（プール、体育館など）の開放
事業を、当面の間中止させていただくこととなりました。
　それに伴い、体育館などの団体登録およびプールの
個人利用登録の受付も延期いたします。
　開始時期につきましては現在未定です。決定次第、
財団ホームページおよび「Oh! レガス新宿ニュース」に
てお知らせいたします。
　「Oh! レガス新宿ニュース」4月5日号での利用・登録
開始の記事掲載と急な中止のお知らせとなったことに
より、ご利用者のみなさまにはご心配とご迷惑をおか
けいたしましたことをお詫び申し上げます。

　「Oh! レガス新宿ニュース」4月5日
号にてお知らせしました、4月開催の
ロビーコンサート（Healing Art出
演予定）は、コズミックセンター臨時
休館により中止させていただきま
した。
　今後もみなさまに楽しんでいた
だけるコンサートを企画してまいり
ますので、どうぞご期待ください。

　5月から募集・実施予定の「初心
者弓道教室」（全6回。夜間短期教
室）は、新宿区からの節電要請によ
るコズミックセンターの18時以降
の利用中止に伴い、中止となりま
した。次回の教室の募集につきま
しては、「Oh! レガス新宿ニュース」
および財団ホームページでお知ら
せいたします。何卒ご理解ご協力
のほどお願い申し上げます。

　新宿区からの節電要請を受け、5月の夜間（18時
以降）の利用については下記のとおり取扱います。
何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

  夜間利用中止の施設
コズミックセンター、屋外スポーツ施設（野球
場・庭球場など）、小中学校開放、大久保スポー
ツプラザ庭球場
  夜間利用自粛をお願いしている施設
新宿文化センター、大久保スポーツプラザ（庭
球場を除く）、生涯学習館
※最新情報については財団ホームページまたは各施設
　へお問い合わせください

　「Oh! レガス新宿ニュース」5月20日号は、都
合により発行延期とさせていただきます。発行
時期は決まり次第、お知らせいたします。次
号は6月5日号となります。どうぞお楽しみに!

　コズミックセンター、新宿歴史博物館、新宿文
化センター、しんじゅく多文化共生プラザでは、
窓口に新宿区による募金箱を設置し、みなさまの
義援金を6月30日（木）まで受け付けております。み
なさまのご理解ご協力をお願い申し上げます。

都立新宿山吹高等学校
体育施設等の開放延期について

4月開催予定の
ロビーコンサート
中止について

初心者弓道教室
中止のお知らせ

財団管理施設利用時の
節電対策へのご協力のお願い

「東日本大震災」義援金
募金箱設置のお知らせ

対象: レガスポ! 回数券を平成23年3月21日
（月）までにご購入の方
有効期限: 購入日から1年のところ、有効期限か
ら2ヵ月延長いたします
※返金はいたしかねますのでご了承ください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

業務内容: 一般事務
①施設管理運営業務（泳げる方または水泳の好
きな方を歓迎）　
②一般業務（地域を核として子どもたちの活動
や区民の相互交流をコーディネートする事業の企
画・運営補助）
受験資格: どなたでも
勤務場所: 財団が指定する場所（財団管理運営
施設・財団事務所）
給与: 初任給月額168,000円～216,000円
※平成23年度給料表による
※職歴加算制度あり。通勤手当、変則勤務手
当、賞与、　資格手当などあり
選考: ①書類選考　②面接試験（①の合格者のみ）
採用予定数: 若干名
採用予定日: 平成23年6月1日
勤務時間: 1日7時間45分（8時30分～22時15
分の間でシフト制）4週間を通じ1週間について
38時間45分
休暇: 年次有給休暇、夏季休暇など
社会保険: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険など
申込み: 5月10日（火）必着。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・新
宿文化センター・新宿歴史博物館に設置。財団
ホームページからもダウンロード可）と作文を締
切日までに直接または郵送で経営課へ（窓口受
付は9～21時）　※詳細は採用試験案内を参照
問合せ: 経営課　☎3232-7701 

問合せ: 施設課　☎3232-7701

問合せ:コズミックセンター・大久保スポーツプラ
ザ・屋外スポーツ施設＝施設課　☎3232-7701
小中学校開放＝子ども・地域課　☎3232-5122
生涯学習館＝学習・スポーツ課　☎3232-5121

問合せ: 施設課　☎3232-7701

問合せ: 施設課　☎3232-7701

協力: 新宿区弓道連盟
問合せ: 学習・スポーツ課　
☎3232-5121

申込み先
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
往復はがきは、返信用にもご自分の
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、
　応募多数の場合は抽選になり
　ます
※記事に申込み先、所在地の記
　載がある場合は、各あて先へ

入会場所: 新宿歴史博物館（三栄町22）、
林芙美子記念館（中井2-20-1）、佐伯
祐三アトリエ記念館（中落合2-4-21）
※郵便振替でも入会できます
年会費: ①区内在住の方1,000円
②区外在住の方1,500円
※詳細は、学芸課（☎3359-2131）へお
　問合せください

　おすすめコース
①新宿駅周辺・四谷　超高層のまち～新宿に残る歴史を訪ねて～
　高層ビル、繁華街、人の波̶̶普段通り過ぎていたまちなみの
意外な歴史に迫る新宿・四谷今昔散歩。（所要時間：3時間　距
離：約6km）
②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。一味
違った神楽坂の魅力をぜひ。（所要時間：2時間　距離：約2km）
③早稲田　都の西北～早稲田の博物館めぐり～
　神田川が流れる学生の街、早稲田ならではの魅力的な博物
館をめぐってみませんか? 通称“ワセメシ”として早大生に
代々愛され続けるお店もご紹介します。（所要時間：3時間半
距離：約3km）　※ツアーに食事は含まれません

問合せ：観光課　☎3359-3729

5月の休館日の
お 知 ら せ

コズミックセンター　9日（月）／大久保スポーツプラザ　16日（月）／新宿歴史博物館　9日（月）・23日（月）／新宿文化センター　10日（火）
生涯学習館≪赤城・住吉町・西戸山≫9日（月）≪三栄町・戸山・北新宿≫23日（月）

　コズミックセンター休館にともなう「レガスポ!」 
の休講により、みなさまにはご迷惑をおかけし誠
に申し訳ございませんでした。5月2日（月）より朝・
昼プログラムを再開いたしました。
　レガスポ! 回数券につきましては、下記のとお
り有効期限を延長させていただきます。

　メンバーズ倶楽部は、新宿の歴史・文化をもっともっと楽しみたいというあ
なたを応援します。歴史あふれる街、新宿がますますあなたの身近に!!

①新宿歴史博物館・林芙美子記念館の 
 無料観覧、内覧会へご招待!
 新宿歴史博物館の常設展、特別展、協働企画展 
 や林芙美子記念館の観覧料が1年間無料にな 
　 ります。また特別展などの内覧会にご招待します。

②刊行物が2割引に！
 新宿歴史博物館発行の刊行物を2割引で購入
　できます（一部を除く）。

③「メンバーズ倶楽部通信」送付!
 新宿歴史博物館の最新情報を載せた「メンバー 
 ズ倶楽部通信」を年6回送付します。

④会員優待と会員限定イベントあり!
 新宿歴史博物館主催の人気講座、楽しいイベント 
 などでの優先枠や会員限定のイベントなどがあり 
 ます。

会員特典

　新宿まち歩きガイド運営協議会では、右記のコースをはじ
めさまざまなコースをご用意しています。
※ここでご紹介するコースは、お申込みの方に日程や時間を自由に決
　めていただくオーダーメイド型まち歩きツアーです。費用は資料代（10
　名までで4,000円～6,000円程度）などの実費をいただきます。詳細
　は観光課へお問合せください

レガスポ! 再開および
回数券有効期限延長のお知らせ 

「Oh! レガス新宿ニュース」  
5月20日号発行延期の
お知らせ

公益財団法人新宿未来創造財団
契約職員募集

Ｊ
Ｒ
新
宿
駅

西武
新宿駅

東京メトロ丸ノ内線

歌舞伎町

新宿区役所

スタジオ
アルタ

靖国通り

都営
大江戸線

ギャラリーオーガード

展示:新宿大ガード下・北側歩道
問合せ:学習・スポーツ課　
☎3232-5121

5月26日（木）まで
WEバス写真展
5月27日（金）～6月23日（木）
新水会・水彩画展

ギャラリーオーガード

5月
の展示

みるっく

新宿歴史博物館・林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館
メンバーズ倶楽部会員募集中!!
学ぼう＜新宿＞! 会員特典たっぷり!

新宿まち歩き
ガイドツアーガイドツアー
新宿まち歩き新宿まち歩き
ガイドツアーガイドツアー
楽しいコースがたくさん！
グループや個人での
お申し込みをお待ちしております

新宿まち歩き
ガイドツアー

下段は広告スペースです。お問合わせは直接広告連絡先まで。
掲載のお申込みは財団ホームページの  23年度Oh! レガス広告お申込み受付中!  をクリックしてください。
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申込み記載例

は、財団のホームページ
から申込み可

記入しない
申
込
み
先
名

申
込
み
先
所
在
地

往信（表） 返信（裏）

申
込
み
者
氏
名

申
込
み
者
住
所

返信（表） 往信（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

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
http://www.saikimonogakuin.co.jp/
http://www.kuniburi.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/



