
夏休み子ども講座

日時: ①7月28日（木）　②8月16日（火）
③8月18日（木）　いずれも10時〜12時
会場: ①馬込車両検修場（大田区南馬込6-38-1）
②③木場車両検修場（江東区木場5-6-7）
集合: ①都営地下鉄浅草線西馬込駅南口（受付9時45
分〜）　②③東京メトロ東西線木場駅4b出口（受付9時
45分〜）
対象: 小学生以上（同伴者2名まで）　各日40名（多数
抽選）
料金: 100円（参加料込み）
協力: 東京都交通局
申込み: ①7月19日（火）、②③8月5日（金）必着。い
ずれも往復はがきに記載例（8 面）のとおり記入し、学
芸課へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

教科書には取り上げられていないエピソードな
どを中学生・高校生向けにわかりやすく解説。

子どもたちの遊び場
「放課後子どもひろば」でボランティア!

中学生・高校生歴史講座
歴史の授業が苦手な人も目からウロコ!

都営地下鉄車両検修場見学会

　所蔵資料展で展示
されている遺物・出
土品をイメージしな
がら、自分だけのイ
ラストでオリジナルカードを作ります。
イラストを描く楽しさや工夫・知恵など
を学びます。

イラスト講座

日時: 8月7日（日）　10時〜12時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 直井健（イラストレーター）
対象: 小学生以上　30名（多数抽選）
料金: 300円（材料費込み）
申込み: 7月26日（火）必着。往復はがきに記
載例（8面）のとおり記載し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

日時: 7月30日（土）
　　   13時30分〜15時30分
会場: 染の里　二葉苑（上落合2-3-6）
集合: 西武新宿線・都営地下鉄大江戸線中井駅

日時: 8月5日（金）　①10時〜12時　②14時〜16時
会場: 都電荒川車両検修所「荒川車庫」（荒川区西尾久8-33-7）
集合: 西早稲田地域交流館（西早稲田1-22-2）　1階ロビー

（受付①9時30分〜②13時30分〜）
対象: 小学生以上（同伴者2名まで）　各回40名（多数抽選）
料金: 小学生以下200円、中学生以上300円（いずれも貸
切料含む）
申込み: 7月26日（火）必着。いずれも往復はがきに記載例

（8面）のとおり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

日時: 小学校の夏季休業中〔7月21日（木）〜8月24日（水）〕のうち、希望す
る2日以上を選択　※1回2時間以上（配属された小学校によって活動時間
は異なります）　※ボランティアを行うにあたり、事前説明会を開催します

【事前説明会】①7月20日（水）　②7月27日（水）　ともに18時〜19時
※どちらか1回参加してください　
会場: 【事前説明会】コズミックセンター　【ボランティア活動先】新宿区内の
各小学校（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、花園小、天神小、戸山小、戸塚第一小、戸塚
第二小、落合第一小、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、西戸山小　計23校予定）
対象: 区内在住・在学の中学生・高校生
申込み: ①7月19日（火）、②7月26日（火）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、事前説明会希望日を明記のうえ、子ども・地域課へ。電話の場合は、担
当者に参加希望の旨お伝えください
問合せ: 子ども・地域課　☎3232-5122

日時: 8月4日（木）・11日（木）・18日（木）・22日（月）・29日（月）、
9月5日（月）・8日（木）・12日（月）・15日（木）・19日（月・祝）・22日（木）
いずれも16時30分〜18時（9月19日は時間未定）　全11回
会場: 旧四谷第三小学校　体育館（本塩町2）　
※9月19日は国立霞ヶ丘競技場（霞ヶ丘町10-2）
講師: 宇佐美彰朗（東海大学名誉教授）
対象: 区内在住・在学の小学1〜6年生　30名
料金: 全2,000円（別途大会参加料200円）
協力: 新宿レガス陸上クラブ
申込み: 7月21日（木）必着。往復はがきに記載例（8面）のほか、
学校名・学年を記載し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXがある
場合は 3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日時: 8月1日（月）・22日（月）・29日（月）、9月5日（月）・26日（月）
いずれも19時〜20時30分　全5回
※10月10日（月・祝）に「新宿スポレク2011」でダンス発表（時間は未定）
会場: コズミックセンター　B1階多目的広場・2階多目的室
講師: セルツァー正美
対象: 中学生・高校生、20代前半の方（区内在住・在
学の方優先）　15名
料金: 全1,000円
申込み: 7月25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）のとおり記入し、子ども・地域課へ
問合せ: 子ども・地域課　☎3232-5122

日時: ①7月30日（土）　②8月21日（日）　 ともに10時〜12時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: ①新宿歴史博物館　学芸員　②河合敦（歴史研究家）
対象: 中学生・高校生　各回60名（先着順）
料金: 各200円
申込み: 電話または受信可能なFAXがある場合は 3359-5036へ記載例（8面）
のほか、学校名・学年を記入し、学芸課へ　※1通で3名まで申込み可
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

日時: ①7月24日（日）　
②8月2日（火）　ともに10時〜12時
会場: ①新宿歴史博物館　玄関前
②コズミックセンター　1階ロビー
対象: 小学生以上　各日100名
申込み: 当日直接会場へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

　新宿区の地場産業、染色。その
技を使って自分だけのオリジナル
トートバッグをつくろう。

　古代の人々がつくったアクセサリーを作ってみよう。
　勾玉を作る石材には滑

か っ せ き

石という軟らかい石を使うの
で、誰でも簡単に作ることができます。

　都営地下鉄の「車両検修場」で実際の業務や検
修施設、現役車両・保存車両などを見学し、鉄
道のことをよく知ろう。 

　都内唯一の路面電車、
都電荒川線は、新宿区内
の早稲田駅発着で運行さ
れています。見学会では、
貸し切り車両で「荒川車
両検修所」へ行き、普段は見ることのできない営
業所の業務や検修施設を実際に見学できるほか、
現役車両に触れることもできます。

　夏休みの空いている時間を利用して、ボランティア活動を体験して
みませんか? 新宿区内の小学校に開設されている子どもたちの居場所

「放課後子どもひろば」で、子どもたちが安全で楽しく過ごせる時間を
一緒に作りましょう。子どもたちと遊ぶことが好きな人、サッカーや
野球を教えてくれる人、お待ちしております。

子どもたちは、お兄さん・お姉さんと遊ぶことを楽しみにしています。

“ 伝 説 の ラ ン ナ ー ・ 宇 佐 美 彰
あ き

朗
お

さ ん ”が み ん な を コ ー チ !

①学芸員と学ぶ 歴史の魅力と博物館の仕事
　= 一点の写真や土器から歴史が語られる =
　　新宿の歴史と文化や博物館の魅力について当館の学芸員が楽しく紹介。
　開催中の所蔵資料展「新宿の遺跡」の解説を聴いた後、博物館のバックヤー
　ドも見学します。
②世界一受けたい歴史の講座

　毎年大好評! 日本テレビ『世界一受けたい授業』などでおなじみの河合敦
先生が繰り広げる、おもしろエピソード満載の世界一受けたい日本史の講座!

河合敦先生

オリジナル
トートバッグをつくろう 

中高生集まれ！
レッツ！ ヒップホップダンス！！

中学生・高校生体験事業

　講師は、ダンスでマルチな活躍をしているセルツァー正美先生。
秋のスポレクで練習の成果を発表するよ!

今人気のヒップホップダンスをみんなで一緒に踊ろう。

勾
ま が た ま

玉をつくろう

都電荒川線で行く荒川車両検修所見学会

小学生
陸上競技教室
　オリンピック3大会連続出場の経験
をもつ“伝説のランナー・宇佐美彰朗
さん”が、みんなに長距離・短距離・
投てきなどをじっくり指導してくれる
よ! 9月に開催される区民総合体育大
会の陸上競技大会や新宿トリムマラソ
ンへの出場をみんなで目指そう！

講師: 井上英
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（ともに染の里　二葉苑）　
対象: 小学生以上　30名（多数抽選）　※1〜3年生は
保護者同伴、4年生以上は1名で参加可
料金: 600円（材料費込み）
協力: 染の里　二葉苑
申込み:7月20日（水）必着。往復はがきに記載例（8
面）のとおり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131
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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。

10月入学生募集中 !

 平成23年 6月1日 (水 )～ 8月31日 (水 )

フリーダイヤル：0120-864-600
ホームページ：｢放送大学｣で検索

電話、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。

無
　料

http://www.lekton.co.jp
http://www.sci-front.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577

