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問合せ：新宿歴史博物館
学芸課　☎3359-2131

「落合の坂」
　　 パネル展

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　文化交流課
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
は、財団のホームページ
から申込み可

7月の休館日の
お 知 ら せ

コズミックセンター　11日（月）／大久保スポーツプラザ　19日（火）／新宿歴史博物館　11日（月）・25日（月）／林芙美子記念館　4日（月）・11日（月）・19日（火）・25日（月）／
佐伯祐三アトリエ記念館　4日（月）・11日（月）・19日（火）・25日（月）／新宿文化センター　12日（火）

　運動プロ
グラムで講
師の補助を
しながら、
子どもたち
と楽しく遊んでくれるア
シスタントスタッフを募
集中です。運動系学科や
スポーツ好きな学生さん
など大歓迎 ! お気軽にお
問い合わせください。

問合せ:  
学習・スポーツ課　☎3232-5121　三栄町生涯学習館　☎3341-1024
赤城生涯学習館　　☎3269-2400　戸山生涯学習館　　☎3207-1181　
北新宿生涯学習館　☎3365-3541　住吉町生涯学習館　☎3351-6566
西戸山生涯学習館　☎3368-3221

★定期休館日
生涯

学習館 7 月 8 月 9 月

三栄町 13日（水）・22日（金）・ 
25日（月）★

2日（火）・11日（木）・ 
22日（月）★・24日（水）

2日（金）・13日（火）・ 
22日（木）・26日（月）★

赤　城 5日（火）・11日（月）★・
14日（木）・27日（水）

5日（金）・8日（月）★・ 
16日（火）・25日（木）

7日（水）・12日（月）★・ 
16日（金）

戸　山 6日（水）・15日（金）・ 
25日（月）★・26日（火）

4日（木）・17日（水）・ 
22日（月）★・26日（金）

6日（火）・15日（木）・ 
26日（月）★

北新宿 12日（火）・21日（木）・ 
25日（月）★

3日（水）・12日（金）・ 
22日（月）★・23日（火）

1日（木）・14日（水）・ 
26日（月）★

住吉町 8日（金）・11日（月）★・ 
20日（水）・28日（木）

8日（月）★・9日（火）・ 
19日（金）・31日（水）

8日（木）・12日（月）★・ 
20日（火）

西戸山 7日（木）・11日（月）★・ 
19日（火）・29日（金）

8日（月）★・10日（水）・ 
18日（木）・30日（火）

9日（金）・12日（月）★・
21日（水）

施　設　名 営業時間 問合せ先
コズミックセンター 通常営業（9:00～22:00）

施設課　☎3232-7701

大久保スポーツプラザ 通常営業（9:00～22:00）
甘泉園公園庭球場 通常営業（7:00～19:00）
西落合公園庭球場・ 
少年野球場 通常営業（7:00～19:00）

西戸山公園野球場 夜間輪番営業
（朝は6時から営業）　※【別表】参照落合中央公園

野球場・庭球場
新宿歴史博物館 通常営業（10:00～17:30）

学芸課　☎3359-2131林芙美子記念館
通常営業（10:00～16:30）佐伯祐三アトリエ

記念館

新宿文化センター 通常営業（9:00～22:00）
※ただし、大ホールは25日まで貸出休止 文化交流課　☎3350-1141

開 放 日 西戸山公園野球場 落合中央公園
野球場・庭球場

7/3日（日）～9日（土） 21:00まで 19:00まで
10日（日）～16日（土） 19:00まで 21:00まで
17日（日）～23日（土） 21:00まで 19:00まで
24日（日）～30日（土） 19:00まで 21:00まで
31日（日）～8/6（土） 21:00まで 19:00まで

【別表】
※ 右記の施設については、

9月22日（木）までは、 1週
間ずつ交替で夜間営業い
たします。（8月以降も同
様です）

文化講演会 

 「空 海 と密 教 美 術」展

この夏、マンダラのパワーを浴びる。

　7月20日（水）から9月25日（日）まで東京国立博物館
平成館で開催される「空海と密教美術」展では、密教美
術1200年の原点——その最高峰が集結し、展示作品の
98.9％が国宝・重要文化財で構成された、質・規模ともに
これまでにない展覧会です。その開催にあわせて文化公
演会を開催し、密教美術の見どころや楽しみ方を紹介し
ます。

日時: 7月24日（日）　14時～15時45分
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 沖松健次郎（東京国立博物館　学芸
企画部企画課　特別展室主任研究員）
定員: 100名（多数抽選）
申込み: 7月17日（日）必着。往復はがき
に記載例（下記）のとおり記入し、学芸課へ
※はがき1枚につき1名のみ申込み可
※受講者には上記展覧会の招待券
　を1枚進呈します

無
　料

無
　料

重要文化財「如意輪観音菩薩坐像
（にょいりんかんのんぼさつざぞう）」
平安時代・9世紀　京都・醍醐寺蔵

東寺講堂の諸像8体による仏像曼荼羅（イメージ）
平安時代・承和6年（839） 京都・教王護国寺（東寺）蔵

夏季営業日: 6月1日～9月20日の土日・
祝日と7月19日～8月31日の全日
開放時間: 9時～21時45分（最終入場は
21時20分まで、退場は21時45分まで
に）　※営業時間については、電力供給
の都合により変更になることがあります
対象: オムツのとれた未就学児から利用可。
小学3年生以下が利用する場合は、保護
者の方の付き添いが必要です。また、小
学4年生～中学3年生が18時以降も利
用する場合は、成人の送迎が必要です
料金: 大人400円／2時間　小人100円
／2時間　※利用時間が2時間を超えた
場合、超過料金をいただきます（1時間に
つき大人200円、小人50円）
その他: ご利用の際は水泳帽の着用が必
須です。混雑時は入場制限することがあ
ります。そのほか、プール利用に関する
詳細は財団ホームページをご覧ください
問合せ: 施設課　☎3232-7701

のびのびクラブ
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コズミックセンタープール
夏季営業のお知らせ

生涯学習施設「7月の営業時間」のお知らせ

生涯学習館「夏期休館」のお知らせ

12月開催のファッションショーの出展デザインを大募集!

　混雑緩和のため、
下記の期間は2時
間の利用制限をさ
せていただきます。

　生涯学習館は節電に伴い、7月1日〜9月22日の間、輪番制で閉館し
ます。このため、7月〜9月は下記の日程を閉館とさせていただきます。

　生涯に200冊の本を著わ
した芙美子。その中から
おもしろい装丁の本を展
示します。
　本年度没後
100年の 洋 画
家、青木繁の
ことを書いた

『夜猿』も展示
します。

林芙美子記念館 展示替え

　9月22日（木）～平成24年4月26日（木）展示分
（期間は第4金曜日～翌月第4木曜日の1カ月）の
出展希望者を募集しています。
展示場所: 新宿大ガード下・北側歩道
申込み: 7月31日（日）必着。指定の申込用紙（コズ
ミックセンター、生涯学習館で配布。財団ホーム
ページからダウンロード可）に記入し、身分証明書と
合わせて、各窓口へ直接お持ちください。結果は8
月20日（土）までに郵送で通知します
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

展示中〜7月21日（木）
デイサービスハミッツ・楽筆展“筆を楽しむ”
7月22日（金）〜8月25日（木）
あさひる会議　写真・インスタレーション展

ギャラリーオーガードみるっく下期・作品募集

7月
の展示

みるっく
ギャラリーオーガード

　石蔵ギャラリーでは、
台地から川に下る区内落
合地域の坂をパネルで紹
介します。

新宿ファッションフィールド
〜 Ethnic Future Collection 〜

展示期間: 7月6日（水）～9月6日（火）
入館料: 大人150円、小人50円　　

　多様な人種が暮らす国際性豊かな街、新宿。多民族・異文化の「共生」と、
その「未来」をあなたの自由な創造力で表現してみてください。

　所蔵資料展「新宿の遺跡」に関連した所蔵フィルムやビデオ
を見ながら、地域の歴史の理解を深めます。

書籍『夜猿』
霞　坂

日時:  第1次審査（デザイン画審査・非公開）　9月下旬
第2次審査（ファッションショー形式）   12月23日（金・祝）

第2次審査会場: 新宿文化センター　小ホール
応募資格:第1次審査通過後、ファッション製品の実製作が
可能な方で、最終審査会当日（12月23日）に審査会場に来
ることができる方（交通費・宿泊費は個人負担）
応募規定: ①芸術性やファッション性に加えて、環境に配慮
したデザインであること②未発表のレディース向けオリジナ
ル作品であること③シーズンは不問
応募期間: 7月20日（水）～9月16日（金）必着

応募方法: 応募点数は1人5点まで。B4サイズの画用紙
（364mm×257mm）を縦に使用し、必ず彩色を施したデ
ザイン画で応募。1点ごとに作品の余白にバックスタイル、
裏面に必要事項を記入した所定の応募用紙を貼り付けたう
え、文化交流課へ郵送。応募要項は、新宿文化センターを
はじめ区内公共施設で配布するほか、財団ホームページ

（www.regasu-shinjuku.or.jp）からダウンロード可
共催: 新宿区
協賛: 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
 株式会社オカダヤ
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

お知らせ

芙美子の本
　　  あれこれ

日時: 8月6日（土）　10時～11時40分
会場: 新宿歴史博物館　
　　   2階講堂
定員: 80名（先着順） 
※当日9時30分から受付開始
上映作品: 
 ①「江戸のまちづくり」    45分 
②「落合の遺跡」（無声）　18分 
③「新宿淀橋　今は昔」　31分
 計94分

問合せ: 子ども・地域課　
☎3232-5122

※交通費程度の実費支給あり

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。

会場: 林芙美子記念館
　　  アトリエ展示室

88

歴 史
今回のテー

マは

「エスニッ
ク・フュー

チャー」

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/

