
問合せ：新宿歴史博物館　学芸課　☎3359-2131

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）
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

日時: 6月18日（土）・24日（金）・25日（土）
 10時・13時・14時30分（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（入館料込み）
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、学芸
課へ

　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。
　みなさまのご要望にお応えし、今回から
公開時間を30分延長しました。記念館ボラ
ンティアの解説を聞きながら、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

日時: 6月12日（日）　
集合: JR上野駅　公園口前広場
解散: 礫

こいし

川
かわ

公園（都営地下鉄三田線春日駅、
東京メトロ丸ノ内線・南北線後楽園駅、JR水
道橋駅）
問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング協会
　　　　☎090-3217-4109

日時: 8月上旬～12月中旬の日曜日・祝日
会場: 西戸山公園野球場（百人町4-1）ほか
対象: 区内在住・在勤の15歳以上（中学生を除く）の
方で構成されたチームまたは区軟式野球連盟登録チー
ム（監督・代表者含め12～20名）　約180チーム
料金: 1チーム2,000円（別途連盟大会経費11,000円）
主管: 新宿区軟式野球連盟
申込み: 6月25日（土）18時に、コズミックセンター
大研修室へ参加料と登録者名簿（申込み責任者とチー
ム全員の住所・氏名・生年月日を記入。形式自由）をお
持ちください（財団ホームページから要項のダウンロー
ド可）
代表者会議: 7月2日（土）18時30分～　コズミックセン
ター　5階大研修室　※欠席の場合は棄権とみなします
問合せ: 新宿区軟式野球連盟　吉澤　☎3207-1786 問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日時: 7月23日（土）・25日（月）・26日（火）・27日
（水）・28日（木）　全5回　
※雨天順延。予備日: 7月29日（金）、8月1日（月）
対象: 区内在住・在学の中学生で構成されたチー
ム　18チーム（先着順）
会場: 落合中央公園野球場（上落合1-2）
料金: 1チーム800円

日時: 7月2日～8月6日の毎週土曜日　
10時～11時30分　全6回
会場: コズミックセンター　大体育室
講師: 新宿区卓球連盟
対象: 区内在住・在勤・在学の障がいのあ
る方とご家族・介助者　20名（多数抽選）
料金: 全600円（介助者は無料）

申込み: 6月27日（月）必着。往復はがき、
電話または 3209-1833へ、記載例（8
面）と障がいの種類、介助者・車椅子利用
の有無を記入し、学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　
　　　　☎3232-5121

日時: 6月22日（水）　受付9時10分～9時
30分　解散は正午予定
集合: あさひ児童公園
 （都営地下鉄大江戸線牛込神楽坂駅）
解散: 白銀公園（東京メトロ東西線神楽坂駅）
問合せ: 新宿区健康推進課健康事業係
 （第2分庁舎分館1階）　☎5273-3047

時間: いずれも受付は8時40分～9時　
解散は正午予定
料金: ①～③400円
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会

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

主管・協力: 新宿区軟式野球連盟・新宿区少年軟
式野球連盟
申込み: 6月6日（月）～24日（金）にコズミックセ
ンター窓口（9時～17時）備え付けの申込書（財団
ホームページからダウンロードも可）に記入し、参
加料を添えて学習・スポーツ課へ
代表者会議: 7月1日（金）19時～　コズミックセ
ンター　※必ず出席のこと  
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　新宿区内での発掘調査の最新成果を中心に解説します。地中に眠っ
ていた各時代の歴史や文化を楽しく学ぶとともに、所蔵資料展のポイ
ントもあわせて紹介します。

日　程 内 容（ 仮 題 ） 講 　 師

①6月25日 百人町の旧石器時代から近世と近代新宿御苑大温室
小坂井孝修
（東京都埋蔵文化財センター調査研究部職員）

②7月 2日 北新宿の弥生時代 今井惠昭
（東京都埋蔵文化財センター調査研究部職員）

③7月 9日 尾張徳川家屋敷跡 及川良彦
（東京都埋蔵文化財センター調査研究部職員）

④7月16日 文献調査の視点から見た酒井家牛込下屋敷
齋藤悦正
（共立女子大学非常勤講師）

⑤7月23日 新宿区内遺跡調査の成果と課題 栩木眞（新宿区地域文化部文化観光国際課学芸員）

①映
は

える紫
あ じ さ い

陽花ウォーク　約10km
上野から谷中、駒込、小石川へ紫陽花を
訪ねて……

参加チーム大募集

区民総合体育大会　軟式野球大会
 （兼・第2回軟式野球連盟大会） 

中学生野球大会

　初心者から上級者まで、レベルに合わせた指導でどなたでも楽しめる
教室です。サウンドテーブルテニスや超初心者向けポリバットピンポンも。

④いきいきウォーク新宿
粋な街、神楽坂へ　約3km
ウォーキングの基本を学んでから楽しく歩き
ましょう。

日時: 7月6日（水）　
集合: 江戸川公園（東京メトロ有楽町線江
戸川橋駅）
解散: 江戸東京博物館前（都営地下鉄大江
戸線両国駅、JR両国駅）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

③神田川沿いウォーク　約8km

日時: 6月25日（土）　14時～
（ヤクルトスワローズ対横浜ベイスターズ戦）
会場: 明治神宮野球場（霞ヶ丘町3-1）
対象: 区内在住・在勤・在学の障がいのある
方　40名（多数抽選）　※車椅子利用の方は
必ずお申し出ください
料金: 障がいのある方ご本人は無料。付き添い
の方1名につき1,000円（小中学生は無料）
席種: 外野指定席
申込み: 6月16日（木）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 

協力: 東京ヤクルトスワローズ

【１部】
優　勝  津久戸小学校少年野球教室
準優勝  四谷フェニックス
３　位  新宿ドリーム、鶴巻ジャガーズ
【２部】
優　勝  西戸山パワーズＢ
準優勝  ヤングノーブルズ
３　位  市谷ブラザーズ、四谷フェニックスB
【ソフトボール】
優　勝  ミルキーズ

　　　　新宿区小学生野球大会　
　　　　結果報告
　4月10日（日）から5月8日（日）の間の6
日間にわたり連日、白熱した試合が繰り広
げられた小学生野球大会。今年度の大
会結果は下記のとおりです。

おめでと
う

ございま
す！

日時: 6月15日（水）
集合・解散: 新宿スポーツセンター前
 （東京メトロ副都心線西早稲田駅）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

②わが町新宿周回ウォーク
大久保・早稲田地区　約8km
わが町新宿区の良さを再発見しよう

所蔵資料展「新宿の遺跡」関連

考古学講座

レガスでスポーツ!

一歩一歩、健康づくり♪

障がいのある方のためのスポーツ教室 
障がい者卓球教室
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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。

無
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　障がいのある方に生の
プロ野球を楽しんでいた
だく企画です。神宮球場
で声を出して地元新宿の
東京ヤクルトスワローズ
を応援しよう！

東京ヤクルトスワローズ・
障がい者招待デー
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