
区 分 テ ー マ 日　時

経
済
講
座

① 金融トラブルから身を守る
〜証券取引の仕組み〜

7月16日（土）
13:30〜15:30

②
充実したセカンドライフを　その1
退職“前”の生活設計セミナー
〜充実したライフプラン＝マネープラン〜

7月23日（土）
10:00〜12:00

③ 日本経済の現況
〜震災後の経済情勢と証券投資〜

7月23日（土）
13:30〜15:30

④
充実したセカンドライフを　その2
退職“後”の生活設計セミナー
〜充実したライフプラン=マネープラン〜

8月20日（土）
10:00〜12:00

⑤ 経済に強くなる！ 
〜新聞経済記事の読み方〜

8月20日（土）
13:30〜15:30

共通事項

展示期間: 11 月 18 日（金）〜20 日（日）　10 時〜18 時（最終日のみ
14 時まで）
募集内容: 手芸・工芸品など。1人2 点まで　
※会場の都合により、サイズ・形状などによっては出展をお断りす

る場合があります
申込み: 10 月 20 日（木）必着。申込書と郵便はがき（表に住所､ 裏
は無地）を添えて学習・スポーツ課へ
作品搬入日: 11 月 17 日（木）の 14 時〜17 時に直接、コズミックセ
ンター展示会場へ

展示期間: 10月19日（水）〜23日（日）　10時〜18時
※20日（木）・21日（金）は20時まで、最終日は14時まで
募集内容: 【一般の部】油彩画・水彩画・パステル画・日
本画・水墨画・版画など。1人1点のみ。作品サイズは
6号〜20号（長辺72.2cm以内）。額縁（ガラス不可、ア
クリル可）または仮装丁をつけること

【小品の部】上記内容で、作品サイズが3号以下。1人1
点のみ
※両部門に出展可
申込み: 9月30日（金）必着。申込書と郵便はがき（表に
住所､ 裏は無地）を添えて学習・スポーツ課へ
作品搬入日: 10月16日（日）の13時〜17時に直接、文
化センター展示室へ　※作品の梱包材のお預かりと、車
での搬入が可能です。事前にご予約ください

展示期間: 10 月 26 日（水）〜30 日（日）　10 時〜18 時
（最終日のみ 14 時まで）
募集内容: 【小・中学生の部】半紙縦書き（毛筆に限る）。
1人1 点のみ

【一般の部（高校生含む）】漢字・かな・篆
てん

刻
こく

・刻字・
現代詩文など。1人1 点のみ　※応募用紙に添付の釈
文と「表題」を付けること。作品サイズは、（A）・（B）よ
り選択

（A）半切までの軸物（巻子・折帖は不可）で仮表装ま
たは本表装仮巻は不可

（B）横 半 切 1/3（ 縦 35 ×横 45cm 以内）、縦半切 
（縦 135 ×横 35cm 以内）、短冊、色紙、額装（53
× 45.5cm 以内・ガラス不可）

申込みと作品搬入: 10 月 18 日（火）〜24 日（月）の 9 時
〜17 時に直接、コズミックセンター窓口へ

問合せ:学習・スポーツ課
☎3232-5121 3209-1833

時 間:各 日 とも10時30分 〜、
13時30分〜、14時50分〜の
1日3回（投影時間は約50分）
※途中入退場は不可
定員: 150名
料金: 中学生以下無料、高校生
以上300円。投影当日、開始
30分前からプラネタリウム受
付で販売開始

日時: 7月29日（金）19時開演（18時30分開場）
出演: 宍戸陽子（サックス）
 瀬川香織（サックス）
 角田有紀（ピアノ）
曲目: ｢木星のファンタジー」
 「星に願いを」ほか
定員: 140名　
 ※未就学児の同伴不可 
料金: 全席自由1,500円
購入: ①電話予約　☎3232-5121（9時〜21時）
         ※チケットは予約後1週間以内にお引き換えください
         ②インターネット予約（7面参照）
         ③窓口販売　コズミックセンター、新宿文化
          センター（ともに9時〜21時）

　七夕、織姫星と彦星、天の川、夏の大三角…
明るく輝く夏の星空は見どころがいっぱい ! 

　サクソフォンの魅力を存分にお楽しみください。
夏の星空をプラネタリウムで
夏プログラム「暦の話と夏の星空」

願い、祈り…星空の調べに乗せて、いま届けたい

星空コンサート
サクソフォンレクイエム

日時: 8月9日（火）　13時30分
会場: コズミックセンター　3階大会議室
講師: タマノイ酢株式会社
対象: 区内在住・在勤・在学の方　30名（多数抽選）
料金: 300円（お土産代込み）
協力: タマノイ酢株式会社
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、学習・スポーツ課へ。受信可能な
FAXがある場合は 3209-1833へ

作品集: 11月18日（金）〜コズミックセンターで配布
受賞作品展示: 11月18日（金）〜12月11日（日）
募集内容: 自由題。1人2首（句）まで。作品にルビが必要な場合は入
れてください　※複数種目応募可
申込み: 9月30日（金）必着。所定の申込書または通常はがきに、歌・
俳句・川柳の別、作品と住所・氏名・年齢・電話番号をご記入のうえ、
学習・スポーツ課へ　

展示期間: 11 月 18 日（金）〜12 月 11 日（日）　10 時〜18 時
募集内容: テーマ自由。カラー・白黒・セピアなど。サイズは四切

（ワイド含む）・六切・A4、画像処理を施したものは申込書に明
記すること。1人2 点まで
申込みと作品搬入: 作品のみ（額装なし）を10月21日（金）の9時〜17
時に直接、コズミックセンター窓口へ

投影日

会場: ＝区民ギャラリー（西新宿2-11-4）　
　　    ＝新宿文化センター（新宿 6-14 -1）　
　　    ＝コズミックセンター（大久保 3-1-2）

対象: 区内在住・在勤の方および生涯学習館など区内で活
動しているアマチュアの方の自作・未発表作品
申込み: 生涯学習館、コズミックセンター、新宿文化セン
ターで配布中の募集要項と申込書によりお申し込みください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

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　

楽しいコーラス・ピアノ・歌 
若者からシニアまで、嬉しくハモりましょう!
ポップス・シャンソン・ジャズ・童謡
ピアノ・歌　個人指導も募集中です
指導　桐朋音大卒　板井貴子☎3207-7592
高田馬場（駅近）・早稲田・他
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いたします♪
月￥6000　http://kumakipiano.com/ 熊木
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

音　楽
♪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

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
♪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） 
ヴァイオリン教室　生徒募集　3208-3394

月￥7000〜／若松河田
牧村ピアノ教室♭　見学随時受付中です。

ピアノ、ソルフェージュ、楽典。お子様・大人
初心者〜受験まで丁寧に指導致します。
月￥8,000 45分間/1レッスン 東西線落合駅
西武新宿線中井徒歩5分 下落合7分
新宿区上落合1-26-10 ℡3362-2406

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
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。

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

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

　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。

会場: コズミックセンター　�
8階プラネタリウム

　日本人にはなじみの深い調味料の「酢」。そのなりた
ちをひもとき、酢を使った料理を試食したり、“お酢造り
のプロ”がおすすめするレシピも紹介します。ぜひ、お
楽しみください。
　夏でも安心なお酢を取り入れ、健康的に! ちょっぴり
うれしいお土産付きです。

意外と知らないお酢の魅力をたっぷり味わおう!
知って得する　お酢のヒミツ

oe23Z™講座

集まれ区民アーティスト! みなさんの作品が新宿の秋を彩ります。

絵画展 書の展

手工芸展

楽譜が
読めなくても
大丈夫!

無
　料

無
　料おとなの経済・証券講座

日時: 8月8日（月）　13時30分〜15時30分
会場: 新宿文化センター　4階第1会議室
講師: 北野香織（弁護士）
定員: 40名（先着順）
申込み: 6月29日（水）までに、電話（平日9時〜17時）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

連携協力: NPO法人投資と学習を普及･推進する会
会場: コズミックセンター　5階大研修室
定員: いずれも90名（先着順）
申込み: 事前に電話またはFAX（ 3209-1833）で参加希望
講座名をお知らせください

7月5日（火）
9時〜

販売開始

　子どものころから聴きなじんだ童謡や唱歌で、楽しく声
を出してみましょう。早口言葉や顔体操、ストレッチなど
を通して、心も体もリフレッシュ!

うたって元気! シニアの方大歓迎! 
みんなで歌おう講座

日時: 9月6日（火）・14日（水）・20日（火）・27日（火）、10
月4日（火）・12日（水）・19日（水）・25日（火）、11月1日（火）・
9日（水）・15日（火）　いずれも10時〜11時45分　全11回
会場: 新宿文化センター　3階小ホール
講師: 佐々木理子（合唱インストラクター）
対象: 区内在住・在勤・在学の方　60名（多数抽選）
料金: 全4,400円（初回に集金）　※このほか楽譜代実費負担
その他: 動きやすい服装でご参加ください
申込み: 7月30日（土）必着。往復はがきに記載例（8面）のとお
り記入し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXがある場合は

3209-1833へ

短歌・俳句・川柳展 ※全作品を作品集にします
※受賞作品のみ展示します

写真展

木 金 土 日

7
月

− − 9 −
− − − 17
− − 23 24
− − 30 31

8
月

− 5 6 7
11 12 13 14
− 19 20 21

円満な遺産分与のために
相続に関する法律の話

・亡き父の預金の払い戻しができない…
・生命保険は誰がもらえるの？
・同居して長年介護をしてきたので寄与分は主張できるの？
・会社を長男に譲りたい…
・有効な遺言書を作りたい…
　相続に関するさまざまな法律問題と遺言書の作り方につ
いて学びます。

レガスで学ぼう!
文化・芸術・生涯学習　区民の文化祭　新宿区生涯学習フェスティバル　作品募集
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学 習

 表彰あり  表彰あり  表彰あり

 表彰あり

募集要項・申込書は財団ホームページ（www.regasu-shinjuku.or.jp）からダウンロードできます。
共催：新宿区

宍戸 陽子瀬川 香織

※8月27日（土）から「秋プログラ
　ム」となります

http://solpiano.blog41.fc2.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577

