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問合せ：新宿歴史博物館　学芸課　☎3359-2131

日時: 9月15日（木）　9時30分〜12時
（雨天決行）
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）　
料金: 400円（資料代込み）
見学場所（予定）: 芝公園（集合）→芝東照宮→台徳院霊廟惣門→黒門→経蔵→三解脱門→大殿→安国殿→
徳川将軍家墓所→有章院霊廟二天門→御成門→金地禅院→安蓮社（解散）　約2.5km
申込み: 8月25日（木）必着。往復はがきに記載例（7面）のほか、同伴者（2名まで）の氏名・年齢を
記入し、学芸課へ

開催期間: 開催中〜10月2日（日）　
9時30分〜17時30分（入館は17時まで）
※8月23日（火）から一部展示替えを行
　います
会場: 新宿歴史博物館　地下1階企画展
示室
休館日: 8月8日・22日、9月12日・
26日（いずれも月曜日）

8月24日（水）まで、
小中学生は、「新宿歴史博物館」

流
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鏑馬講演会
流鏑馬の魅力と歴史

所蔵資料展「新宿の遺跡」開催中

れきはくシネマサロン

学芸員によるサロントークつき ! 
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で染める季節の

　本年度NHK大河ドラマの主人公、
江
ごう

の墓所がある芝増上寺の文化財をめ
ぐります。当日は徳川将軍家墓所の特
別公開日で、「お江の方」（崇

すう

源
げん

院
いん

）のほ
か、徳川将軍歴代6人の墓も見学でき
ます。

　毎年10月の体育の日に開催される「高田馬
場流鏑馬」（新宿区指定無形民俗文化財）に先
駆け、流鏑馬の歴史や見どころなど、貴重な
お話をうかがいます。

　夏休みを利用して、新宿の歴史・文化を
調べてみよう！

　新宿歴史博物館では、区内200カ所を超える発掘調査によって得られた約
5,000点に及ぶ出土品を所蔵しています。本展では、これまで発掘された代表
的な出土品を時代ごとに紹介するほか、「2万年前の北新宿」「大名屋敷」「琉
球・薩摩焼」などのテーマごとの展示をはじめ、出土品から季節感や自然観を
見ていくコーナーなども設けていま
す。また、近年の発掘調査の成果
も紹介しており、展示を通して町の
歴史や文化の移り変わりを見ること
ができます。

　今回は、10月15 日（土）から開催される
特別展「『蜀
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と江戸のまち」で
も取りあげる全盲の文人塙
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がどのよう
に『群
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』を著したかがわかる「彫ラレタ
記憶」と、新宿歴史博物館所蔵の資料映像

「新宿四谷  今は昔」の2本を公開します。

　新宿の地場産業「染色」。今回は新宿区染色協議会の友禅
職人（模様師）を講師に迎え、本格的な「友禅染」を体験し
ます。絹地に用意されたアサガオの下絵に、自分の好き
な色を作って挿

さ

していきます。染め上がった作品は、着
物と同じ処理（蒸し・水洗・湯のし）を施した後（約1週
間後）にお渡しします。

無
　料

無
　料

第3回歴史文化探訪

「芝増上寺と徳川家」

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

♪子どものピアノ教室♪　牛込柳町２分
お子さま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
ピアノ教室♪百人町社保付近 080-2065-3162
幼児から大人まで楽しく丁寧に指導致します
月￥6000〜　http://kumakipiano.com/ 熊木
♪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）
あなたの声を優しく変身　☎3353-1338福田
ロマン歌謡曲他　話し言葉の美しさは歌う時
に発声帯を響かせ鍛え体の若さを保ちます。

音　楽
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

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
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
伊藤賢一ギター教室　新宿6丁目　3352-3679
月120分（60分２回 or 40分３回）￥10500
東新宿、新宿御苑前、新宿三丁目徒歩７分
現役プロギタリストが丁寧に指導致します♪

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
☎090-3916-6199　ムジカフィオーレ　松枝

岩谷ヴァイオリン教室　3208-3394
お子さまから大人まで、初心者も大歓迎♪
無料体験有！　若松河田、早稲田（駅近）

スポーツ・健康
子連れＯＫ!　タヒチアンダンスサークル

新メンバー募集! ＠西新宿中野  月曜・午前中
090-4848-6807  tiare@aol.jp  体験\500♪
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

新宿太極拳　会員募集☆
日本トップクラスの山田先生の本格指導
月２回　新宿駅周辺施設　☎090-3439-0339 
http://www.ne.jp/asahi/yama-mitsu/world/

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

　掲載のお申し込みは財団ホームページの 
 23年度Oh! レガス広告お申し込み受付中！   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。各主催者に内容を確認さ
れたうえ、ご自分の責任で参加してください。

　“東西南北風が吹き抜ける家”をテーマに
建てられた、作家・林芙美子の家。今年は
昔の日本家屋で「エコ体験」はいかがですか?

新宿区立林芙美子記念館
（中井2-20-1）

開館時間: 10時〜16時30分（入館は16時まで）
休館日: 毎週月曜日
観覧料: 一般150円、
小中学生50円
※区立小中学校の
　夏休み中〔8月24
　日（水）まで〕に限
　り、小中学生は
　無料

　現在、旧石器時代から現代までの新宿区
の歴史を紹介した常設展示のほか、所蔵資
料展「新宿の遺跡」を開催中です。

新宿区立新宿歴史博物館
（三栄町22）

開館時間: 9時30分〜17時30分（入館は17時まで）
休館日: 毎月第2・4月曜日
観覧料: 
一般300円、
小中学生100円
※区立小中学校の
　夏休み中〔8月　
　24日（水）まで〕
　に限り、小中学
　生は無料

新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館
（中落合2-4-21）

日時: 9月4日（日） 10時〜11時（受付9時30分〜）
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
内容:
１．当館学芸員による特別展サロントーク
 　「『蜀山人』大田南畝と江戸のまち」みどころ紹介
２．上映作品
　 
　 ②「新宿四谷　今は昔」　31分
定員: 100名
申込み: 当日直接、会場へお越しください

日時: 8月21日（日）　14時〜16時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 工藤博、山崎晴久（ともに新宿区染色協議
会会員）
定員: 30名（多数抽選）　※親子での参加も可

（その場合、親子で1枚を染めます）
料金: 3,000円（材料費込み）
協力: 新宿区染色協議会
申込み: 8月16日（火）必着。往復はがきに記載
例（7面）のとおり記入し、学芸課へ

中世和鏡（西方寺跡Ⅱ出土）

日時: 9月25日（日）　14時〜16時
会場: 新宿歴史博物館　
2階講堂
講師: 鈴木眞弓

（小笠原流騎射重
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）
定員: 60名（多数抽選）
料金: 500円
申込み: 9月16日（金）必
着。往復はがき、または
受信可能なFAXがある場
合は 3359-5036へ記
載例（7面）のとおり記入
し、学芸課へ

通年無料

　落合はその昔、「文化
村」と称されました。アトリ
エから、文化人の足跡を
たずねてみませんか?

開館時間: 10時〜16時30分
休館日: 毎週月曜日

日時: 9月3日〜10月1日の毎週土曜日　いずれも14時〜16時　全5回
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
対象: どなたでも　各回定員80名（多数抽選）
料金: 全2,000円（単回500円）
申込み: 8月22日（月）必着。往復はがきに記載例（7面）のほか、「全回」もしくは

「希望回」の別を明記し、学芸課へ

　狂歌「恐れ入谷の鬼子母神」で知られる大
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などなど…名立たる江戸の文人たち
に関する講義です。

「江戸の文人群像」

江戸文芸の最盛期を現出させた文人たち　　 その実像に迫る!

歴史講座

花
地場産業講座

「林芙美子記念館」の観覧料が
 無料!!

第2回

①「彫ラレタ記憶〜塙保己一と群書類從〜」　40分

新宿の歴史と文化にふれよう!!

4

歴 史

No. 開講日 講義テーマ（仮題） 講　師（予定）

①   9月   3日 「マルチ文化人」大田南畝
と文化人たち  日野原健司（太田記念美術館主幹学芸員）

②   9月 10日 天明狂歌師群像  小林ふみ子（法政大学文学部准教授）

③   9月 17日 版元「蔦重」と
江戸の文人たち  池田芙美（サントリー美術館学芸員）

④   9月 24日 塙保己一とその生涯  長谷川典明（かんな情報教育研究会会員）
⑤  10月  1日 江戸の文人交遊録  武田庸二郎（世田谷区立郷土資料館学芸員）

塙 保己一

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
http://kumakipiano.com
http://solpiano.blog41.fc2.com/
mailto:tiare@aol.jp
http://www.ne.jp/asahi/yama-mitsu/world/

