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市谷加賀町で書き残された、119の「心」

新宿で書き表され、世に出てから
100年を迎える「遠野物語」。
そのなかには、近代化や現代社会で
失われてしまった、人々の伝統的な
生活の姿が豊かに表されています。
新宿歴史博物館では
NPO法人遠野物語研究所と協働して、
発刊100周年記念のシンポジウムと講座を開催します。
また、毎日新聞社学芸部協力のもと、写真パネル展を開催しています。

　明治43年（1910）6月14日、柳田國男が
書いた『遠野物語』が発行されました。柳
田は遠野出身の佐々木喜善を牛込区市谷
加賀町（今の新宿区市谷加賀町）の自宅に
招き、なまりの強い言葉で語る話を熱心に
聞きました。それらは、山や里、家の神や河
童、天狗、ザシキワラシ、幽霊などが現れる
神秘的な話ばかりでした。明治時代になっ
て文明が普及しても、自然や神仏を敬う心
意が大切に伝えられてきたのです。やがて
119の話に整理して、350部を番号入りで自
費出版したのが『遠野物語』でした。
　そもそも柳田は兵庫県の出身で、旧姓は
松岡でしたが、明治34年（1901）に柳田家
の養嗣子として入籍、後に大審院判事養
父直平の娘孝と結婚しました。有能な官吏
として仕事に邁進する傍ら、学問への関心
を深めてゆくなかで、『遠野物語』も生まれ

ました。その後、昭和2年（1927）に北多摩
郡砧村（今の世田谷区成城）に完成した書
斎に移り住むまで、大半は市谷加賀町で暮
らしたのです。新宿区は、柳田が多くの文
化人と交流を持ちながら、民俗学を準備す
る大切な場所だったといえましょう。
　今年、『遠野物語』発刊からちょうど100
年を迎えます。この間に、舞台となった遠
野市はもちろんのこと、執筆された新宿区
も大きく変わりました。しかし、人間の営み
には普遍性があり、かつての信仰や心意は
まだ私たちの心の奥に存在するように思い
ます。国際化と情報化が急速に進み、さま
ざまな課題を抱える現代社会において、古
典になったともいえる『遠野物語』の意義は
小さくなるどころか、ますます大きくなってい
るように感じられます。

「遠野物語」写真展

連続講座「遠野物語」

　毎日新聞社学芸部協力のもと、毎日新聞日曜くらぶで
連載された「聖地日和」より「遠野物語」のふるさと・遠
野の写真を紹介しています。「遠野物語」の世界観が感
じ取れる展示内容となっています。また、常設展示室で
柳田國男関連資料（一般：300円）も期間限定で展示し
ています。初公開の資料もありますので、お見逃しなく!!

【日　 時】6月30日（水）まで 
　　　　9時30分～17時30分（入館17時まで）
　　　　※5月24日、6月14日、28日（月）は休館

【会　場】新宿歴史博物館
【協　力】毎日新聞社学芸部
【観覧料】写真展は無料。常設展で柳田國男関連資料をご覧 
　　　　 になる場合、観覧料一般300円が必要となります。

　NPO法人遠野物語研究所と協働して、連続講座
『遠野物語』発刊100年を開催します。
　「遠野物語」についての理解を深め、今一度この
名著を読み返すきっかけとなる講座です。
　第1回は、東京市の地図を使って、『遠野物語』誕
生の都市空間をお話しします。第2回は遠野の自然や
歴史、文化を映像とともにお話しし、第3回は柳田國男
の人生と『遠野物語』の関係をお話しします。

撮影：荒牧万佐行氏（毎日新聞社）

日時 演題（予定） 講師

5月30日
（日）

「新宿で生まれた
『遠野物語』」

東京学芸大学教授
石井正己氏

6月6日
（日）

「『遠野物語』の
舞台・遠野」

遠野物語研究所
副所長 大橋進氏

6月20日
（日）

「柳田國男と
『遠野物語』」

柳田國男研究会会員
小田富英氏

【会　場】新宿歴史博物館2階講堂 
【定　員】先着100名 【受講料】各回500円 
【申込み・問合せ】空き状況など詳細はお電話でお問合せください。新宿歴史博物館　☎3359-2131

Oh!レガス
新宿ニュース 広告募集中！

　毎月5日、隔月20日に141,000部発行です。朝日･読売･毎日･産経･日経･
東京6紙の新聞折込で区内全域カバーします。
　コズミックセンター、出張所、図書館など区関連施設、ＪＲ、東京メトロ、
都営線駅設置のしんじゅく区報スタンド、スーパー、新聞販売店など約200
カ所に設置しています。

年間、複数枠お申し
込みはお得になりま
す。まずはHP「広告
募集中！！」をクリッ
クしてください。

公益財団法人新宿未来創造財団
経営課 広報担当
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
Ｅ-mail：kanri@regasu-shinjuku.or.jp
☎3232-7701　FAX3209-1833

面 表面 中面 裏面
形態 縦型 縦型 横型 縦型 横型
規格

（縦×横）
76mm×
48mm

76mm×
48mm

44mm×
80mm

76mm×
48mm

44mm×
80mm

料金（1枠分） 38,850円 29,400円 37,800円

問
合
せ

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　　掲載お申込み　　「広告募集中！！」をクリックしてください。
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柳田國男

遠野物語
発刊100年

「柳田 國男」（個人蔵）

いずれも14時～16時

新宿区文化芸術振興基本条例制定記念

シンポジウム「遠野物語」ゼミナール2010「21世紀と遠野物語」
【日　時】 6月26日（土）13時～17時30分 
【会　場】 四谷区民ホール
                 （四谷区民センター9階　新宿区内藤町87）

【対　象】  一般および学生 
【定　員】 100名
【受講料】 2,000円（メンバーズ倶楽部会員、
 区内在住、在勤者は1,500円） 

【申込み】（往復はがき・ＨＰ）6月21日（月）必着。
 往復はがきに記載例（4面）を記入し、
 新宿歴史博物館へ

【主　催】 新宿区
 公益財団法人新宿未来創造財団

【講　師】（敬称略） 
挨拶 加藤秀俊（社会学者）

基調講演 石井正己（東京学芸大学教授）

記念講演 有馬朗人（武蔵学園長）

遠野紹介と昔話 松田幸吉（遠野物語研究所研究員）

 工藤さのみ（いろり火の会会員）

【シンポジウム】（敬称略） 
社会学・柳田学から 佐藤健二（東京大学大学院教授）

人類学・宗教学から 中沢新一（多摩美術大学
                     芸術人類学研究所所長）

地域学・伝承学から 高柳俊郎（遠野物語研究所所長）

司会 石井正己
総合司会 小田富英（柳田國男研究会会員）
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落合に文化の薫りを求めて

林芙美子がこだわった数寄屋造りの古民家

建物内部を特別公開

オープンしたばかりの記念館で

佐伯祐三の魅力に浸る

　この建物は『放浪記』『浮雲』など
の代表作で知られる作家・林芙美子
が、昭和16年（1941）8月から昭和26
年（1951）6月28日にその生涯を閉じる
まで住んでいた家です。
　随筆『家をつくるにあたって』のなか
で「私の生涯で家を建てるなどとは考
えてもみなかったのだけれども、生涯
を住む家となれば、何よりも、愛らしい
美しい家を造りたいと思った」と書いて
います。
　山口文象事務所設計によるこの家
は、数寄屋造りのこまやかさが感じら
れる京風の特色と、芙美子らしい民家
風のおおらかさを合わせ持ち、落ち着
きのある住まいになっています。芙美
子は創作活動と同様に生活を大切に
し、そのこだわりはこの家のあちらこち
らに見ることができます。
　6月25日（金）・26日（土）は、芙美子
の命日にちなみ、通常は立ち入ること
のできない林芙美子記念館（東京都

選定歴史的建造物）の建物内部を特
別公開します。

（ガイドボランティアによる解説付）

　佐伯祐三は、明治31年（1898）大
阪に生まれ、郊外の風景を独特の筆
致で描き、日本でも指折りの人気を誇
る洋画家です。30歳の若さで亡くなっ
た天才画家は、パリや下落合の風景
を描き、数多くの傑作を残します。
　1920年、祐三は妻・米子との結婚
を機に下落合に自宅兼アトリエを新築
して新宿での生活を始めます。2人の
間には彌智子という可愛い娘も生まれ
充実した時間が生まれました。祐三は
このアトリエに自身でも手を入れ、非常
にこだわりと愛着を抱き続けます。
　下落合の佐伯公園内に佐伯祐三の
アトリエは現存し、新宿区立佐伯祐三
アトリエ記念館としてリニューアルされ
4月28日に開館しました。
　記念館内では、映像やパネルで佐
伯祐三を紹介する展示室と、年4回
の展示替えを行う管理棟のミニギャラ
リーで、佐伯祐三の生涯や画業をし
のぶことができます。

1.林芙美子記念館全景 2.アトリエ展示室  3.バラ園

佐伯祐三アトリエ

下落合風景（テニス） 新宿区（落合第一小学校）

新宿区立 佐伯祐三アトリエ記念館
所在地  中落合2-4-21（佐伯公園内）
開館時間  10時～16時30分（5月～9月）

 10時～16時（10月～4月）

休館日  毎週月曜日（休日にあたるときはその翌日）、    
 年末年始（12月29日～1月3日）

入館料  無料
交通機関   西武新宿線下落合駅から
 徒歩10分※車での来館はできません。

問合せ  ☎5988-0091
土日祝日を中心にガイドボランティアに
よる館内の解説を実施しています。

Info

神田川と妙正寺川が落ち合い、江戸時代には蛍の名所とされ、さまざまな文化人が好んで住んだ町、落合。
下落合の佐伯公園内にあった佐伯祐三のアトリエが記念館としてオープンし、ますます落合地区に文化の薫りが漂うようになってきました。
落合の魅力を再発見してみませんか？

新宿区立　林芙美子記念館
所在地  中井2-20-1
開館時間  10時～16時30分
                （ただし入館は16時まで）

休館日  毎週月曜日
                （月曜日が休日にあたるときはその翌日）

 年末年始（12月29日～1月3日）

入館料  一般150円、小・中学生50円
 団 体20名 以 上の場 合は、 
 一般80円　小・中学生30円
交通機関  都営地下鉄大江戸線・西武新宿 
 線「中井駅」より徒歩7分 地下鉄 
 東西線「落合駅」より徒歩15分 
 西武バス「中井駅」より徒歩5分
問合せ  ☎5996-9207

土日祝日を中心にガイドボランティアに
よる館内の解説を実施しています。 

Info

特別公開
日時  6月25日（金）・26日（土）

 10時・11時・14時・15時 全４回
定員  各日・各回とも20名

               （多数抽選）

参加費  150円（ガイドボランティアの解説付）

申込み  6月10日（木）必着で、往復はがき 
 に記載例（4面）のほか希望日・希 
 望時間を必ず記入し、新宿歴史博 
 物館へ。※はがき1枚につき1名
問合せ  新宿歴史博物館 
 ☎3359-2131
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このマークのある講座などは、
ホームページからの申し込みが可能です。

文化都市、落合を満喫！
新宿ぶらり散歩塾

初夏の落合散歩
〜落合蛍の面影と天才画家の足跡を訪ねて〜

落合に文化の薫りを求めて

水が豊富な落合に根付いた地場産業

「染の里二葉苑」で職人技に心酔

北斎・広重らの技を今に受け継ぐ！

アダチ伝統木版画技術保存財団
常設展示場

　江戸時代、蛍の名所であった落合。初夏の水辺に「落合蛍」の面影を訪ねます。
閑静な住宅街、風情ある坂道を抜けて、佐伯祐三アトリエ記念館・アダチ版画研究
所など文化都市としての落合の魅力も体感できます。

日時  6月13日（日）13時～16時
集合  西武新宿線・下落合駅（当選者には地図送付）

対象/定員  区内在住・在勤・在学の方30名（多数抽選）
参加料  400円（資料代・保険料込）

コース（予定） せせらぎの里公苑→薬王院→七曲坂→おとめ山公園→アダチ伝統木版画 
 技術保存財団・常設展示場→佐伯祐三アトリエ記念館　ほか
申込み  5月31日（月）必着。往復はがき。返信可能なFAXがある場合はFAXで、

 記載例（4面）のとおり記入し観光課へ
問合せ  観光課 ☎3359-3729 FAX 3359-5036

　「染の里二葉苑」では東京染小紋
や江戸更紗といった江戸時代からの
手染めの技法が今に伝えられ、実際
に職人たちが染色している現場や作
品を見学することができます。このほ
か、ギャラリーやショップ、喫茶コーナー
も併設。予約制で染色教室、染色体
験も開催しています。

　江戸時代から伝わる浮世絵の制作
技術は、多くの彫師・摺師たちの手で
これまで支えられてきました。この世界
にまれにみる印刷技術を次代に残し
ていくため、高度な技術者集団である
木版工房 アダチ版画研究所が母体と
なり、後継者育成を目的にした財団

（アダチ伝統木版画技術保存財団）
が平成6年に設立されました。下落合
にある財団常設展示場では、財団監
修のもと、現代の職人が制作した作品

（復刻浮世絵版画・現代木版画）、
及び木版制作工程・道具などを展示
しています。

「江戸自慢三十六興」落合ほたる　歌川豊国・歌川
（二代）広重　元治元年（1864）新宿歴史博物館蔵

淀橋区詳細図・部分
昭和16（1941）年

1.寸分の狂いも許されな
い「板場」は 江戸染色の

「頂点の技術」  2.江戸
更紗のカードケースや小
銭入れをショップで販売中

1.常設展示の他、年数回の企画展や摺の実演などのイベン
トが開催される  2.絵師の描いた線を忠実に、そして、より美
しく繊細に彫りあげる  3.寸分違わぬ正確さで摺り重ね、色
鮮やかな浮世絵を完成させる

新宿ミニ博物館「染の里二葉苑」
所在地  上落合2-3-6
開館時間  11時～17時
休館日  日曜日・月曜日
入館料  無料
交通機関  西武新宿線「中井駅」、都営 
 地下鉄大江戸線「中井駅」か 
 らそれぞれ徒歩4分
問合せ   ☎3368-8133

アダチ伝統木版画技術保存財団 
常設展示場
所在地  下落合3-13-17
開館時間  10時～18時（月～金）

 10時～17時（土・日）

休館日  月曜・祝日
入館料   無料
交通機関  JR山手線「目白駅」から
 徒歩8分
問合せ  ☎3951-1297

Info

Info

1

1

2

3

2

神田川と妙正寺川が落ち合い、江戸時代には蛍の名所とされ、さまざまな文化人が好んで住んだ町、落合。
下落合の佐伯公園内にあった佐伯祐三のアトリエが記念館としてオープンし、ますます落合地区に文化の薫りが漂うようになってきました。
落合の魅力を再発見してみませんか？

お散歩ポイント１

落合蛍の面影
江戸時代には目白側の台地下に多くの湧水があり、その崖下の湿っ
た土地に蛍が乱舞していたようです。現在でも地形は変わらないため、
その面影を偲ぶことができます。また、この崖下には現在も「落合蛍」
を復活させようという地域の取り組みがあり、おとめ山公園の一角で現
代の「落合蛍」たちが育てられています。当日は、活動されている地域
の方に直接お話を伺う予定です。

お散歩ポイント 2

「落合」の地名由来
落合地域の人々の記憶と切っても
切れない関係にある神田川と妙正
寺川。「落合」の地名も、この二つ
の川が“落ち合う”ところであることが
その由来。戦前の地図で見ると、その

“落ち合う”様子が分かります。現在
は、治水工事のため大きく姿を変え
ていますが、当日は古地図・古写真
を片手にその名残を探していきます。

各スポット間の徒歩の目安

林芙美子記念館→染の里二葉苑…徒歩9分
佐伯祐三アトリエ記念館→林芙美子記念館…徒歩17分
佐伯祐三アトリエ記念館→アダチ版画研究所…徒歩12分
染の里二葉苑→アダチ版画研究所…徒歩21分

二葉苑恒例の「大染色祭」
二葉苑の型染め、手挿し染め
のほか、楽しい染色体験が盛り
だくさんの参加型イベントです。

日時  6月25日（金）～27日（日）
　　　 11時～17時
定員/参加費 それぞれのイベントに   
 よって異なります。
問合せ  ☎3368-8133



始まりました、新コーナー！　お茶目なエイリアン3人組が、
レガス新宿で行われている講座や行事に参加してレポートします。

4
日 ＝日時　場 ＝場所　対 ＝対象　定 ＝定員　料 ＝費用、参加費、入場料など　講 ＝講師　申 ＝申し込み　
持 ＝持物　内 ＝内容　購 ＝購入　展 ＝展示　主 ＝主催　共 ＝共催　協 ＝協力　連 ＝連携　問 ＝問い合わせ

開催日 開演時間 催事名 会　場 席種・入場料 取扱窓口 問合せ

22日（土） 14：00 六声会合唱団第27回演奏会 大ホール 全席自由　2,000円 文化センター窓口 ☎045-563-6054

23日（日） 14：30
新宿混声合唱団
第43回定期演奏会 大ホール 全席自由　1,000円 文化センター窓口 ☎048-466-3393

24日（月） 12：15

ランチタイムコンサート
ヴァイオリンとピアノ
※3歳から入場できます

【主催】新宿未来創造財団

大ホール 全席自由　入場無料 なし ☎3350-1141

30日（日） 14：00
新宿フィルハーモニー管弦楽団
第63回定期演奏会

大ホール 全席自由　1,000円 文化センター窓口 ☎090-8493-0488

開催日 開演時間 催事名 会　場 席種・入場料 取扱窓口 問合せ先

6月19日（土）
～27日（日）
※休演21・24日
※貸切23日

19・20・22・
26・27日
14：00

25・26日
19：00

ミュージカル　アトム
【主催】新宿区、新宿未来創造財団、
フジテレビジョン、わらび座

大ホール

S席7,000円
A席6,000円
学生席各1,000円引

（当日500円増）

文化センター窓口 ☎048-286-8730

7月31日（土） 15：30

新宿エイサーまつり関連事業
沖縄音楽フェスティバル

【共同企画】新宿エイサーまつり実行
委員会

大ホール

一般3,500円
区民割引3,000円
※住所の確認できるものを

窓口にご持参ください。
1人2枚まで

文化センター・コ
ズミックセンター・
新宿歴史博物館各
窓口

☎3350-1141

申込先
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

記事に申し込
み先、所在地
の記載がある
場合は、各あて
先へ。

は、レガス新宿のホーム
ページから申し込み可。

往復はがきには、返信用にも住所・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、抽選です。

記入しない

申
込
先
住
所

申
込
先
名

往信（表） 返信（裏）

①講座名など
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話・FAX番号
⑤年齢
⑥性別

申
込
者
住
所

申
込
者
氏
名

返信（表） 往信（裏）

新宿文化センター催し一覧  ※日程・内容につきましては変更になる場合があります　※主催公演入場券購入方法は、右をご覧ください

5月

6・7月

申込み記載例

REPORT.0 1
星空コンサートを体験の巻

　毎月1回、プラネタリウムに映し出された満天の
星の下で、さまざまなジャンル・楽器のコンサートが
開催されています。4月25日（日）に出演したのは、
子育てに奮闘するお母さん達に向けた応援ソング
を歌うHAHA。　お二人の子育ての経験や身近
な出来事を題材とした歌詞が、美しいメロディーに
乗って、お母さん達の耳と心に届きます。そして、
天井には満天の星、満開の桜、青い地球……プ
ラネタリウムには美しい画像が次 と々映し出され、
会場は通常のコンサートでは味わえない雰囲気に
包まれました。

INFO
コズミックセンタープラネタリウム 

星空コンサート
問  学習・スポーツ課　☎3232-5121

季節の星空解説と合わせてお楽しみいただけます。

打楽器Duoコンサート～躍動する音とリズム～
　5月は星空コンサート初のアフリカ打楽器Duoが登場！ 
力強く響く伝統的な打楽器のリズムに体も心も躍りだします。ボ
ンゴ、マリンバ、ジャンベ（羊の皮のたいこ）などの珍しい楽器に
よる躍動感あふれるコンサートをお楽しみください。
演奏/マリンバ・ボンゴなど:篠田浩美　ジャンベなど:大家一将
日 5月29日（土） 13時30分開場 14時開演 定 先着
140名　料 1席1,500円※未就学児入場不可　申 
チケット発売中。土日含む毎日9時～ 21時まで電話で
予約またはコズミックセンターか、新宿文化センター窓口
で直接チケットをご購入ください。先着順。電話予約の
方は、1週間以内にコズミックセンター窓口で料金をお支
払いください。期日を過ぎた場合は自動的にキャンセルと
なります。

スイリアン
ジカイハ、コチラ

〜シンジュクタンサホウコクショ〜

展 新宿大ガード下・北側歩道
問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

申 6月15日（火）必着。往復はがき、
受信可能なFAXがある場合 FAX
3209-1833へ記載例（4面）のとおり
記入し、希望のコースを記入し、学習・
スポーツ課へ問 学 習・スポーツ課
☎3232-5121

和歌山県の名所や南
高梅の産地をご紹介
しながら、紀州の梅
料理名人がおいしい
梅干の作り方、門外
不出の梅レシピをご
紹介します。デモンス
トレーションや楽しい試食タイムも。南
高梅500g程度や梅干などが付く充実
の内容です。

日本一の梅の産地・紀州を味わう

日 6月23日（水）14時30分～16時30分
場 コズミックセンター対  区内在住・在勤・
在学の方　30名程度料     1,000円（南高
梅500g程度ほか、梅干しなど実費として）
協 社団法人和歌山県観光連盟

聞いて！食べて！作って！
和歌山県のブランド梅・南高梅を知る

絶品梅レシピ＆南高梅付きで試食もあり

堀潔画「牛込神楽坂」

尾崎紅葉

展示中～5月27日（木）
ボックスアート

SHOT IN TIME展
ZUZUSHII MONKEY

5月28日（金）～6月24日（木）

水彩画展
新水会

新宿歴史博物館　所蔵資料展

「牛込神楽坂の文士たち」

日 5月22日（土）～7月4日（日）
ただし、5月24日（月）、6月14日、28日（月）は休館。
9時30分～17時30分（入館は17時まで）
場 新宿歴史博物館  料 無料

神楽坂周辺には尾崎紅葉、泉鏡花、北原
白秋、島村抱月など多くの文人が住み、活
動しました。これらの文人たちの足跡を、博
物館所蔵の書軸、書簡、著作などで紹介し
ます。また、神楽坂を描いた絵画、地図な
ども展示して、神楽坂の魅力も紹介します。

5月の
展示

江戸切絵図を基に市谷地区を訪ねます。江戸時代の尾
張徳川家上屋敷跡を中心に歩く今回のコースは、上屋敷
の広さを体感して頂けます。毎回も好評を博している博物
館史跡ガイドボランティアが、ご案内いたします。日 6月19
日（土） 9時～12時30分【見学地（予定）】JR市ヶ谷駅発
～市谷亀岡八幡宮～浄瑠璃坂の仇討跡～経王寺～幸

国寺～法身寺～浄栄寺～長昌寺～月桂寺（行程約
5km）料 400円（資料代含）【解説】新宿歴史博物館史
跡ガイドボランティア定 80名（多数抽選）申 6月7日（月）必
着。往復はがきに記載例（下）のほか同伴者（２名まで）の
氏名、年齢を記入し、新宿歴史博物館へ

1

1.金さんの「愛する地球」で
は、美しい地球が映し出さ
れました 2.演奏の合間に、
季節の星空解説をしてくれ
ます

2

アア、
イヤサレル〜

レイリアン

ナカナカヤルネ、
チキュージン

ガイリアン

第３回歴史・文化探訪 江戸切絵図で歩く －市谷－

新宿区には「新宿まち歩きガイド」制度があります。経験豊
富な地域団体のガイドさんとともに、新宿の隠れた魅力を探
しに出かけませんか？
※ご参加の際には、事前予約が必要です。
※以下のおすすめコースのほか、ご要望にもお応えします。

おすすめコース
①神楽坂 漱石派？紅葉派？～神楽坂で文学散歩～ 文
豪夏目漱石・尾崎紅葉・泉鏡花ゆかりの地を訪れます。一
味違った神楽坂の魅力をぜひ。
所要時間：２時間　距離：２ｋｍ　飯田橋駅西口→神楽小
路→神楽岸→うを徳→寺内→赤城神社→芸術倶楽部→
尾崎紅葉旧居宅→和良店亭→相馬屋→田原屋→毘沙
門天→神楽坂通り→見番→芸者小道→理大近代科学
資料館→泉鏡花旧居宅跡　ほか 申込期限  実施希望日
の一週間前まで
料 ４～６名様６,０００円、７～１０名様１２,０００円、１１名様以
上は１０名様毎に６,０００円追加。最大５０名様まで。 【ガイド】
NPO法人粋なまちづくり倶楽部
②新宿駅周辺・四谷 超高層のまち～新宿に残る歴史を
訪ねて～高層ビル、繁華街、人の波…。普段通り過ぎてい

た街並みの意外な歴史に迫る新宿・四谷今昔散歩。所要
時間：３時間　距離：６ｋｍ　新宿駅→都庁展望台→歌舞
伎町→花園神社→ゴールデン街→成覚寺→正受院→太
宗寺→大木戸門跡→玉川上水水番所跡→新宿御苑駅
ほか 申込期限  実施希望日の１週間前まで 
料  １～１０名様４,０００円、１１名様以上は１名様につき
４００円追加。 【ガイド】NPO法人東京シティガイドクラブ
③四谷 お岩さまから追い出しの鐘まで。四谷怪談でお馴
染みの四谷。新宿駅周辺の名刹。新宿の街の歴史をひも
とくお江戸ツアー。所要時間：２時間　距離：５ｋｍ　千駄ヶ
谷駅→玉川上水の別れ水跡→多武峯・内藤神社→野口
英世記念館→田宮稲荷のお岩さん・陽運寺の於岩さん→
長善寺（笹寺）→斎藤茂吉ゆかりの地→四谷大木戸→太
宗寺→成覚寺→正受院→天龍寺→新宿駅　ほか
申込期限  実施希望日の10日前まで 
料 １～１０名様４,０００円、１１名様以上はご相談ください。 

【ガイド】江戸東京ガイドの会

申 「新宿まち歩きガイド申込用紙」（HP・新宿歴史博
物館、新宿コズミックセンター等で配布）に必要事項を
記入し、観光課へ
問  観光課 ☎3359-3729 FAX 3359-5036

新宿まち歩きガイドツアー

新宿再発見！ 
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