
お知らせ

問合せ：観光課　☎3359-3729観 光

8

日時: 9月4日（日）　
　　  14時30分〜18時ごろ（予定）
集合: 花園神社（新宿5-17-3）
　　  （東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線
         新宿三丁目駅）
解散: 新宿中村屋（新宿本店）
対象: どなたでも　定員40名（多数抽選）
料金: 3,500円
        （参加料400円＋食事代等実費 3,100円）
協力: 株式会社新宿中村屋、うたごえ喫茶ともしび
申込み: 8月19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、観光課へ

　昭和初期の新宿は現在と同じように多くの飲食店
があり、たくさんの人で賑

にぎ

わっていました。「平成」
の今の時代の流れとは異なった昭和の時代へ、つ
かの間のタイムスリップ体験をしてみませんか? 新た
な視点から新宿のまち歩きをお楽しみください。

第27回新宿御苑「森の薪能」

「越後聟」野村萬斎

日時: 10月10日（月・祝）　15時〜20時30分　
※「森の薪能」が中止の場合は、当ツアーも中止となります
料金: 当日、600円（参加料400円＋新宿御苑入場料200円）
をお支払いください。ほかにS席チケット代6,605円（発券手
数料105円含む）は、申込者あてに郵送する払込票にて8月
31日（水）までにお振り込みください。ご入金を確認次第、9
月上旬（予定）にチケットおよび当日のご案内を郵送します
※振込手数料は申込者負担
※チケット代振り込み後の返金はできません（「森の薪能」公
　演中止の場合を除く）
対象: 20歳以上の方　定員40名
申込み: 電話（観光課　☎3359-3729）にて先着順　
※最終受付日　8月19日（金）
協力: 新宿区観光協会

　高層ビルが林立する大都会の中に残された新宿御苑に能舞台が出現! かが
り火が作り出す幽玄の世界を堪能してみませんか? 新宿の一大イベントをよ
り楽しむためのツアー。普段とは違った時の流れを、ぜひご堪能ください。

新宿御苑の中で、古式ゆかしい格調ある薪能を鑑賞しませんか?

　昨年度、のべ2万人が参加した体育の日の恒例イベント「新宿
スポレク」。各種スポーツ・レクリエーション体験ブースの出展団体
を大募集！ 個人の方も共同出展可能です。

　新宿通りを一歩入ると、そこは江戸から続くゆったりとした
時間が流れる路地と横丁。秋の一日、まちにひっそりと眠っ
ている歴史をひも解くまち歩きに出かけてみませんか?

　コズミックセンターで開催する秋の一大イベント「スポレク」。当
日の特設ステージを彩る出演者を募集します! 大勢の観客が見守
る舞台に立って、一緒にイベントを盛り上げましょう!!

日時: 9月18日（日）　
　　   9時30分〜12時（予定）
集合: 四谷地域センター（内藤町87）前
　　  （東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅）
解散: 四ツ谷駅
解説: 江戸東京ガイドの会
対象: どなたでも　定員30名（多数抽選）

料金: 400円
主催: 新宿まち歩きガイド運営協議会
申込み: 8月28日（日）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、まち歩
き運営協議会事務局（観光課）へ

新宿まち歩きガイドツアー
秋の四ッ谷・西念寺界

かい

隈
わい

散策

「新宿スポレク 2011」出展団体・個人大募集 !
新宿版「体育の日」に出展してみませんか ?

新宿人 on ステージ in スポレク
ステージ出演者大募集!!

日時: 10月10日（月・祝）　
　　  18時15分開演（17時15分開場）　
　　　※終演は20時30分予定
会場: 新宿御苑　イギリス風景式庭園
　　  （東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅2番  
　　　 出口・大木戸門側）
演目・出演: 
　　【案内人】真野響子
　　【狂言】「越

え ち

後
ご

聟
む こ

」　野村萬
ま ん

斎
さ い

ほか（和泉流）
　   【能】「石

しゃっ

橋
きょう

」　観
か ん

世
ぜ

清
き よ

和
か ず

ほか（観世流）
対象: どなたでも　
※ただし、未就学児の入場はご遠慮ください
入場料: 全席指定
　　　　S席6,500円　A席5,500円

チケット販売: 8月1日
（月）〜　チケットぴあ
☎0570-02-9999

（Pコ ー ド: 413-761）、
インターネット・携帯電
話　http://t.pia.jp/
※上記のほか、チケット
　ぴあ店舗、サークルK
　サンクス、セブンイレ
　ブンでも購入できます
主催: 新宿区観光協会
　　　財団法人国民公園協会新宿御苑
問合せ: 新宿区観光協会　☎3344-3160

生涯学習施設「8月の営業時間」のお知らせ

【別表】　※下記の期間は短縮営業となりますのでご注意ください 

施　設　名 営 業 時 間 問い合わせ先
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（8:00〜18:00）
西落合公園 庭球場・少年野球場 通常営業（8:00〜18:00）

西戸山公園 野球場 6:00〜21:00
※ただし、短縮営業日あり

落合中央公園 野球場・庭球場 6:00〜22:00
※ただし、短縮営業日あり

生涯学習館

通常営業（9:00〜22:00）
※9月22日（木）まで輪番
制により閉館しています。
詳細は、お問い合わせくだ
さい

学習・スポーツ課
☎3232-5121

新宿歴史博物館 通常営業（9:30〜17:30）
※入館は17:00まで

学芸課
☎3359-2131林芙美子記念館 通常営業（10:00〜16:30）

※入館は16:00まで
佐伯祐三アトリエ記念館 通常営業（10:00〜16:30）

新宿文化センター 通常営業（9:00〜22:00）
※休館日は16日（火）に変更

文化交流課
☎3350-1141

日時: 10月10日（月・祝）　10時〜16時
会場: コズミックセンター、新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）、
都立戸山公園ほか
対象: 意欲のある区内活動団体・個人（応募多数の場合、企画調整あり）
申込み: 8月25日（木）必着。コズミックセンター窓口に備え付けの申
込書（財団ホームページからダウンロード可）に必要事項をご記入のう
え郵送、またはFAX（ 3209-1833）で学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日時: 10月10日（月・祝）  10時〜16時（予定）
会場: コズミックセンター
対象: 区内在住・在勤・在学の方または区内で活動しているグループ・
個人　15組程度（応募多数の場合は選考）
申込み: 8月31日（水）必着。コズミックセンター窓口などに備え付け
の申込書（財団ホームページからダウンロード可）に必要事項をご記入
のうえ、デモCD（MD・DVD可）とあわせて学習・スポーツ課へ　
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

新宿駅東口（武蔵野館通り）
昭和35年ごろ　新宿歴史博物館蔵

施　設　名 短縮営業となる期間

西戸山公園 野球場 8月7日（日）〜13日（土）・21日（日）〜27日（土）
9月4日（日）〜10日（土）・18日（日）〜22日（木）

落合中央公園 野球場・庭球場 8月14日（日）〜20日（土）・28日（日）〜9月3日（土）
9月11日（日）〜17日（土）

無
　料

新宿御苑

「森の薪能
」

鑑賞チケッ
ト付き

  おすすめポイント
①薪能がより楽しくなるミニ・

バックステージツアー
②新宿御苑の見どころツアー
（ガイドさんのレクチャー
付き ! ）

③新宿ご当地グルメ買い出しツ
アー（鑑賞のお伴は新宿グ
ルメ & スイーツでどうぞ）

※9月22日（木）
までは輪番制に
より短縮営業し
ます
下記【別表】参照

※各施設の定期休館日については、欄外の「8月の休館日のお知らせ」をご参照
ください

♪

♪

♪♬ ♬

♩

  おすすめポイント
①昭和の雰囲気を残す新宿を代

表する老舗で特別メニューの
お食事

②『新宿盛り場地図』と『昭和初
期新宿うまいもの食べある記』
で現在に残る昭和の新宿を探
そう

③昭和にタイムスリップ─新宿発
祥の「うたごえ喫茶」体験

昭和の新宿体験ツアー
♩

おいしい ランチ体験付き

新宿御苑トワイライトウォークと森の薪能鑑賞

夏を彩る錦絵手ぬぐい
〜「落合ほたる」

　江戸時代の“新宿の名所”が描か
れた錦絵をあしらった、落ち着いた品
をお手元にいかがですか?

玉川堤の花

落合
ほたる

価格: 500円
販売場所: 新宿歴史博物館、佐伯祐三ア
トリエ記念館、コズミックセンター

れきはくオリジナルグッズのご案内

「玉川堤の花」〜

※商品代は、ツアー料金とは別に各
　自実費負担となります

8月の休館日の
お 知 ら せ

コズミックセンター　8日（月）／大久保スポーツプラザ　15日（月）／新宿歴史博物館　8日（月）・22日（月）／林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館　毎週月曜日／
新宿文化センター　16日（火）／生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉　8日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉　22日（月）

下段は広告スペースです。お問い合わせは直接広告連絡先まで。
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。
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ギャラリーオーガード

展示:新宿大ガード下・北側歩道
問合せ:学習・スポーツ課　
　　　  ☎3232-5121

展示中～8月25日（木）
あさひる会議
写真・インスタレーション展
8月26日（金）～9月21日（水）
和紙絵の会・和紙ちぎり絵展

ギャラリーオーガード

8月
の展示

みるっく

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://t.pia.jp/
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/
http://www.saikimonogakuin.co.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577

