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会　場コズミックセンター　8階　科学教室
対　象区内在住・在学の小学1～6年生　30名
参加料2,100円（材料費含む）
協　力科学読物研究会・杉並ユネスコ協会
申込み12月21日（火）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXが

ある方はFAX 3209-1833へ記載例（８面）のほか、学校
名・学年を記入し、子ども・地域課へ

	 ※締切日以降のお申し込みについてはお問合せください
問合せ子ども・地域課　☎3232-5122

※いずれも10時～12時

子ども未来講座

日　程 内　容

平成23年
1月9日（日） かがみであそぼ　潜望鏡づくり

平成23年
1月23日（日） ラビリンスボックス（鏡の箱）をつくろう

平成23年
2月6日（日）

見えないものが見えてくる～紫外線の不思議～
UVチェックブレスレット･光のストラップづくり

科学で
あそぼ♪
鏡のふしぎ

問合せ文化交流課　☎3350-1141

　さまざまな国・文化・年代・シチュエーションの人々が
行き交う街≪新宿≫をファッションで表現しました。

応募作品261点から第1次審査通過15作品による最終審査会を
ファッションショー形式で行います。

いずれの作品も力作ぞろい！多数のご来場をお待ちしております。
　洗面所や車のミラー、身の回りには鏡がいっぱ
いあります。顔を映すだけでなく、鏡や光にはふ
しぎがいっぱい。工作をしながら、鏡の世界で遊
んじゃおう♪

紫外線シート

新宿モードファッション2010

プログラム
14時～
14時30分

ファッションショー
1stステージ

14時45分～
15時15分

ミニコンサート
[ミュージック・ドリームス]

15時30分～
16時

ファッションショー
2ndステージ

16時15分～
16時45分 表彰式

無料

最 終 審 査 会 を 開 催
( フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ ー )

1 2 月 2 3 日（ 木 ・ 祝 ）　 1 4 時 開 演
新 宿 駅 西 口 広 場 イ ベ ン ト コ ー ナ ー

これを  
   開けると…

ラビリンス
ボックス

昨年度
グランプリ作品

謝轟
「コンクリート

ガーデン」

中島亜由子
「なびかせる」

上間  瞳
「News Paper」

近藤晃裕
「2つのものが

重なる時」

安藤優花
「花」

田代麻紀
「風を感じる」

楢崎  将
「共生」

柴田真美子
「森エスニック」

新野挙恵
「樹木」

田中千佳
「深宿」

金 道子
「サイクリング

でエコ」

朴  晟炭
「世界の繋がり」

宮平  奨
「和服」

青野圭佑
「地球を守ろう」

関  将史
「配線」

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　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。

　平成23年3月25日（金）～平成23
年9月22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
品希望者を募集しています。
申込み1月31日（月）必着。所定の申

込書（コズミックセンター・
各生涯学習館で配布または
財団HPからダウンロード可）
に記入し、身分証明書をご持
参のうえ、 各館窓口へお持
ちください。結果は2月20日
（日）までに郵送で通知。

問合せ学習･スポーツ課
	 ☎3232-5121
※12月の展示情報は8面へ

みるっく
上期・作品募集



2
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

合唱隊募集 ファンファーレ隊募集
　スタート前のランナーを大合唱でつつみこむ合唱隊メンバーになりませんか？ 　マラソンランナーを送り出す力強いあなたの音を響かせませんか？
対　象事前にお渡しする楽譜を練習し、前日のリハーサル、当日のすべてのステージに参加できる方
申込み官製はがき、またはFAX 3209-1833にて、記載例（8面）のほか、メールアドレス、所属団体（あれば）を

お知らせください

対　象中学生以上で楽器を自分で準備できる方。事前にお渡しする楽譜を練習し、前日のリハーサル、
当日のすべてのステージに参加できる方　※対象楽器はトランペット（B♭管C管のみ）です

申込み官製はがき、またはFAX 3209-1833にて、記載例（8面）のほか、メールアドレス、所属団体
	 （あれば）、楽器歴をお知らせください

国立競技場
で大合唱♪

トランペッター
大募集！

時　間 平成23年1月30日（日）午前
	 ※前日29日（土）顔合わせ･リハーサル。
	 　1月に2回事前練習会を予定しています
会　場 国立霞ヶ丘競技場（霞ヶ丘町10）
締切り 12月24日（金）必着
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121平成23年1月30日（日） 区民健康マラソン

第9回

NEW

　1日の終わりをヨーガでリラックス！日中忙しい
方でもご参加いただけます。

　詳細はコズミックセンター、スポーツセンターで配布の各競
技要項をご覧ください。

　10月24日（日）～11月７日（日）の間、サッカーキッズの熱い戦
いが、繰り広げられました！大会結果は下記のとおりです。

 　1月30日に開催されるマラソン完走を目指し、長距離走中
心の練習をします。オリンピック 3 大会出場の経験をもつ“伝説
のランナー ･ 宇佐美彰朗さん”がみんなに指導してくれるよ！

　少人数制であなたの上達をサポートします。楽しく練習して、
いい汗流そう！

日　時平成23年1月5日～3月9日の毎週水曜日
	 20時15分～21時15分
参加料全10回　4,000円（欠席時の返金なし）
講　師今田智子氏（水･エアロビクス担当講師）

申込み要項に綴じ込みの申込書（コズミックセンターHPよりダウンロード可）
に記入のうえ、 参加料と一緒に直接コズミックセンター窓口へ
（フットサルを除く）　※エントリー会議がある場合、原則必ず出
席のこと。欠席の場合は棄権となります

協　力区体育協会
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時12月27日～平成23年2月28日の月曜日
	 （ただし1月3日は除く）16時30分～18時
会　場旧四谷第三小学校（本塩町2）
	 区内在住・在学の小学生　30名
参加料全9回　1,800円
	 （区民健康マラソン参加希望者は別添参加料が必要）
内　容長距離走中心
申込み 12月16日（木）必着。往復はがきまたは受信可能な

FAXをお持ちの方はFAX 3209-1833へ記載例（8面）
のほか、学校名・学年を記載して学習・スポーツ課へ

協　力新宿レガス陸上クラブ
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時平成23年1月6日～27日の木曜日
	 午前クラス　10時30分～12時
	 昼クラス　　13時30分～15時
	 夜間クラス　19時～20時30分
会　場コズミックセンター　2階　大体育室
対　象区内在住･在勤の方　各クラス10名（多数抽選）
参加料全4回　2,000円
当　落返信はがき送付、12月23日（木・祝）財団窓口へ掲示
	 ※電話での問合せはご遠慮ください
申込み12月19日（日）必着。専用申込用紙（財団窓口備付）または往復はが

きに記載例（8面）のほか、希望クラス･卓球歴を記入し、学習・ス
ポーツ課へ

	 ※1応募1クラスのみ。返信希望の場合、必ず往復はがきで申し込み
協　力区卓球連盟
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

①リラクゼーション・
　ヨーガ

　ラテンのリズミカルなステップと音楽で楽しく
踊ってシェイプアップしましょう！
日　時 平成23年1月12日～3月16日の毎週水曜日
	 20時30分～21時30分
参加料全10回　4,000円（欠席時の返金なし）
講　師三村奈央氏（レガスポ！登録講師）

②アフター５
　ラテンコアダンス

　就寝前のゆったりした運動で体も心もリラックス、
無理なく筋力アップも期待できます。
日　時平成23年1月6日～3月10日の毎週木曜日
	 20時30分～21時30分
参加料全10回　4,000円（欠席時の返金なし）
講　師山本行宏氏（火･ピラティスほか担当講師）

③ゆったりピラティス　　
　シーズンⅢ

レガスポ！20

スポーツの聖地・国立競技場のステージを彩る開会式メンバー募集

託児利用 講座④⑤のみ、生後6カ月～未就学児に限り、	
	 10名まで託児あり。全7回　2,100円（欠席時の	
	 返金なし）
会　場 コズミックセンター
対　象 各30名　（区内在住・ 在学の方優先、多数抽

選、最少催行20名）
申込み 12月16日（木）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。在勤の場
合は勤務先・ 勤務先住所も明記。託児希望の
方は、お子さんの氏名（ふりがな）、年齢（○歳○
カ月）を記入のこと

問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

参加料 400円
持ち物 運動しやすい服装（スカート禁止）･運動靴で、手が自由にな

るように。飲み物･帽子･雨具などは各自でご用意ください
申込み 会場に直接集合　雨天決行

区民総合体育大会

新宿区小学生サッカー大会
結果報告

健康ウォーキング情報

小学生陸上競技教室

初級卓球教室　1月コース！

参加者・チーム募集！

一歩一歩、健康づくり♪

日　程平成23年1月16日（日）
会　場菅平高原スキー場天狗ゲレンデ（長野県上田市）　※現地集合
対　象区内在住・在勤の平成22年4月1日時点で15歳以上の方または

区スキー連盟登録者
種　目男子回転（1部35歳未満・2部35～45歳未満・3部45～55

歳未満・4部55～65歳未満・5部65歳以上）
	 女子回転（1部30歳未満・2部30～40歳未満・3部40～50

歳未満・4部50歳以上）
	 ※年齢は平成23年1月1日現在。区スキー連盟によるジュニア

　の部（小・ 中学生）も同時開催。申し込みは区スキー連盟
　柴田まで FAX 3361-7603で、氏名・住所・年齢・電話番
　号・保護者名を記入

参加料1名200円
申込み12月24日（金）必着。所定の申込書に記入し、参加料を添えてコズ

ミックセンター窓口（9時～17時）へ
エントリー会議 平成23年1月6日（木）19時～コズミックセンター2階指

導員室
	 ※前日1月15日（土）に天狗ゲレンデにて10時から練習を予定してい

　ます。また、現地宿泊希望は区スキー連盟柴田☎090-9843-9245へ

◉スキー

紅葉を求めて等々力渓谷へ
日　時12月7日（火）　	集合8時40分～9時、解散12時30分予定
集　合自由が丘駅正面口（東急東横線）
解　散多摩川台公園（東急東横線・目黒線・多摩川線　多摩川駅）
問合せNPO法人新宿区ウオーキング協会　☎090-3217-4109

①等々力渓谷ウォーク　約10km

秋の香りたっぷりの皇居お堀沿いを楽しみましょう。
日　時12月15日（水）　集合8時40分～9時、解散11時30分予定
集　合四谷見附公園
	 （JR中央線、地下鉄南北線・丸ノ内線　四ツ谷駅　徒歩5分）
解　散市ヶ谷駅前外濠公園（JR中央・総武線市ヶ谷駅）
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

②皇居一周 東御苑へ 約8km

日　程平成23年1月15日（土）
会　場新宿スポーツセンター
対　象区内在住・在勤で、平成22年4月1日時点で15歳以上の方または

区サッカー協会登録チーム　一般クラス（オープンクラス）
	 24チーム、レディースクラス　8チーム
参加料1チーム2,000円（別途連盟経費3,000円）大会当日に集めます
申込み12月5日（日）～平成23年1月10日（月・祝）区サッカー協会フットサ

ル委員会ホームページ（http://shinjukukufa.com/futsal/）にて詳細確
認後、メール（shinjuku_fa@yahoo.co.jp）にてお申し込みください

◉フットサル

●1部
優　勝　落四サッカークラブ
準優勝　戸山サッカークラブ
３　位　スポーツクラブシクスU-12
　　　　FC 		OCHISAN		B

●2部
優　勝　新宿少年FCサンズ
準優勝　戸山サッカークラブ
３　位　FC		WASEDA		トリトン
　　　　新宿少年サッカークラブ

●3部
優　勝　スポーツ会館FC
準優勝　戸山サッカークラブ
３　位　FC		WASEDA		シリウス
　　　　落一小ドリームス

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　背中や二の腕など、気になる上半身を集中的にエ
クササイズするクラスです。
　体の凝りをほぐし、ゴムチューブを使って運動を
行います。男性の方もご参加いただけます。
日　時平成23年1月17日～3月7日の毎週月曜日（2月14

日を除く）　12時50分～13時50分
参加料全７回　2,800円（欠席時の返金なし）
講　師山本行宏氏（火･ピラティスほか担当講師）

④背中美人のための
　ピラティス 託児あり

　丸まった背中、傾いた骨盤を調整し、正しい姿勢
づくりを目指します。どなたでもご参加いただける
運動で、からだの中の筋肉（体幹）を鍛えることに
もつながります。
日　時平成23年1月17日～3月7日の毎週月曜日（2月14

日を除く）　14時15分～15時15分
参加料全７回　2,800円（欠席時の返金なし）
講　師あかり氏（レガスポ！登録講師）

⑤シャキッとスッキリ！
　背骨と骨盤エクササイズ

託児あり

レガスのスポーツイベント

おめでとうございます！！

交通規制のお知らせ 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの実施にともない、交通規制が行われます。詳細は1月5日号でお知らせいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。



☎03-3359-2131学芸課（新宿歴史博物館） ☎03-3232-5121学習・スポーツ課 ☎03-3232-5122子ども・地域課 ☎03-3350-1141文化交流課 ☎03-3359-3729観光課

3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。

　

	 	

おめでとうございます ! !
新宿区
小学生
百人一首
かるた大会
参加者募集●書の展

【一般の部】
区長賞	 藏	泰中
特　選	 髙橋真由美、田畑慧晃
奨励賞	 伊藤黎香、大石友希、崎山耀泉、鈴木義信、永井利幸、中澤弘子、
	 中山翠苑、根米和翠、藤井扶美子、水野千夏
秀　作	 小川恵舟、竹中華塘、堀内径香
佳　作	 岩瀬順郊、小田原帆邑、島田百合子、高橋みどり

【小・中学生の部】
区長賞	 河内彩果、中野	綾
金　賞	 井垣花咲里、林奈乃佳、福島未来、福本華央
銀　賞	 石川	芽、太田裕香、菊野	菫、斉木一朗、下山寧菜、高倉	彬
銅　賞	 櫟木潤也、今泉	優、小堤優希、木次彩那、高原	萌、高柳李々花、
	 見崎友香、山口菜花
奨励賞　阿部真奈、荒川	陽、池田未来、石塚琴音、石原汐莉、今泉優希、
	 漆谷	咲、老本桃子、大巻彩乃、小川爽花、金子奈央、邱	偉	哲、
	 香阪南弥、佐藤	清、柴田真里、鈴木遥香、須藤真珠、田尾有介、
	 高石明良、髙原沙英、髙山翔生、田畑真奈、田村愛依、西	美月、
	 林こゆき、福岡未彩、福澤黎奈、藤永涼太郎、本多賢人、松尾	悠、
	 三浦朱風子、南	佳里、三宅あや、三宅楓子、三輪彩乃、
	 村山真子、森崎優衣、森本美黎、山口翔子、山中万莉子

●絵画展
優秀賞	 小西里司、宮原清彦、山本玉枝、依田明美、壺谷久恵、石川重吉、
	 鈴木ヨシ子、和田洋子、小笠原淳子、竹内妙子
奨励賞	 荻原哲也、羽根吉芳和、石野	治、川西雪子、荒	美代子、横田和俊、
	 村上泰久、笹	秀樹、宮川幸子、倉橋	裕
●短歌
区長賞	 竹島道子
特　選	 中村京子、綿貫良夫、安藤千代子
秀　逸	 伊藤健夫、坂本紋子、丹澤鶴子、山口クスエ、赤堀晴美
●俳句
区長賞	 西村文代
特　選	 岡崎久子、綾野南志、田畑紀子
秀　逸	 大阿久雅子、平山道子、野坂まつ子、池永珠子、神原まつ子
●川柳
区長賞	 島田裕吉
特　選	 三藤増枝、小山一湖、金子正子
秀　逸	 萩原たもつ、五十嵐英子、早川たけ子、坂下	章、渡辺君子
●写真展
区長賞	 杉山邦夫
金　賞	 浦田百合子、奥村好太郎
銀　賞	 山下一志、小林百合子、福田拓馬
銅　賞	 斎藤満子、三嶋正則、下山三郎、久米敦子
奨励賞	 坂井信一、石原大輔、濱田久美子、菊池哲子、高橋純子

問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

　新春の遊びとしても親しまれる百人一首かるたの
小学生大会を開催します。まったくの初めての人で
も楽しめ、勝てるチャンスがある｢五色かるた｣ を
使用します。成績優秀者には表彰もあります。ふるっ
てご参加ください !

　区民の皆さん、区内で活動されている皆さんの応募作品の中から厳正なる審査
の結果、受賞作品が選ばれました。生涯学習フェスティバルは、普段活動してい
る学習の成果の発表の場です。来年も皆さまの作品をお待ちいたします（敬称略）。

日　時平成23年2月6日（日）
	 10時～14時30分（集合9時30分）
会　場コズミックセンター
対　象区内在住の小学生
	 1部（5･6年生）、		2部（1～4年生）　50名（先着順）
参加料1名200円
申込み12月6日（月）～平成23年1月25日（火）までにコズ

ミックセンター窓口備付けの申込書に記入し、参
加料を添えて直接窓口（9時～17時）へ

主　管㈳全日本かるた協会所属東京東会
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

ライフアップ
講座

　レガスのパソコン講座は２教室で開催！通いやすい教室で楽しく学びましょう。 覚えて便利！趣味も
広がるパソコンテクニック！WindowsXP、WindowsVista対応。超初心者でもわかりやすく安心。パソコン講習会

会　場 講座内容 日　時 費用（テキスト代は別料金）

①パソカレッジ
（高田馬場駅から徒歩１分）

パソコンほんとに初めて入門、ワード～インターネットつまみ食い 平成23年 1月 8日（土）　10時～ 16時30分（※） 4,500円

まだまに合う！年賀状かけこみ講座 12月18日（土）　10時～ 16時30分

6,000円

パワーポイント　一日でまるわかり（12月コース） 12月25日（土）　10時～ 16時30分

パワーポイント　一日でまるわかり（1月コース） 平成23年 1月29日（土）　10時～ 16時30分

しっかり使えるワード　一日でまるわかり 平成23年 1月15日（土）　10時～ 16時30分

インターネット　一日でたっぷりまるわかり 平成23年 1月22日（土）　10時～ 16時30分

ワードはじめて　基礎まるわかり 平成23年 2月 5日（土）　10時～ 16時30分
5,000円

エクセルはじめて　基礎まるわかり 平成23年 2月12日（土）　10時～ 16時30分

②アビバ新宿
　ICTビジネススクール
（新宿駅南口から徒歩１分）

覚えて簡単！年賀状作成　グリーティングカードはこれでばっちり！ 12月19日（日）　14時～ 16時 3,000円

今年こそはじめようインターネット（１月コース） 平成23年 1月22日（土）　10時～ 12時
2,000円

はじめてのインターネットさっそく2時間コース（２月コース） 平成23年 2月 5日（土）　14時～ 16時

便利で簡単！活用しようインターネット術 平成23年 1月23日（日）　13時～ 15時 3,000円

半日でコツをおさえる　ワード初級 平成23年 1月15日（土）　10時～ 13時
2,000円

半日でコツをおさえる　エクセル初級 平成23年 2月 6日（日）　13時～ 16時

パソコンセキュリティ対策 平成23年 2月19日（土）　10時～ 12時
3,000円

作ってみよう！写真アルバム「フォトブック」 平成23年 2月20日（日）　13時～ 15時

定　員 ①13名②20名。最小催行人数はいずれも7名　※先着順
申込み 各講座とも実施日の10日前まで受付（※のみ、12月20日（月）締切）。どちらの教室も、往復はがき、FAX 3209-1833のいずれかで、記載例（8面）のほか希望コースを記入し、学習・スポーツ課へ
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

対　象 区内で活動している生涯学習の自主グループ
内　容 初心者を対象にした講座やイベントの企画と運営
期　間 ①通年：平成23年4月１日（金）～平成24年3月31日（土）、20回以内
	 	②上期：平成23年4月１日（金）～平成23年9月30日（金）、10回以内
	 ※下期（平成23年10月１日～平成24年3月31日）分募集は、平成23年度6月5日　　	

号でお知らせします
助成金額 1回1万円を限度額（通年：最大20万円、上期：最大10万円）とし、講座終了後に清

　	算払いとします。
応募方法 1月7日（金）必着。所定の申請書に記入のうえ、学習・スポーツ課へ。
	 　	窓口持参のみ　	受付（平日9時～17時）　※郵送不可

日時・会場 12月20日（月）　①13時30分～　コズミックセンター3階　大会議室
	 	　　　　　　　　　　　②19時～　コズミックセンター3階　大会議室
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

冬プログラム「ビッグバンと冬の星座」

星空おはなし会「クリスマス星空ふしぎげきじょう」

星空コンサート　「チェロとピアノが歌う♪クリスマスコンサート」

日　時 12月11日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）、1月8日（土）・
9日（日）・16日（日）・22日（土）、2月12日（土）・20日（日）・26日（土）

投影時間 各日とも、10時30分、13時30分、14時50分からの1日3回
	 ※投影時間は約50分
定　員先着150名
料　金高校生以上300円、中学生以下無料。いずれも投影開始30分前か

らプラネタリウム受付にて販売開始

日　時 12月12日（日）　14時～15時
対　象どなたでも
料　金小学生以下のお子さんと保護者1組500円、小学生以下1名200

円、中学生以上1名500円
	 ※チケットは公演当日に販売します

演　奏レ･クロッシュ（ピアノ：宇宿真紀子　チェロ：宇宿直彰）
日　時 12月24日（金）19時開演　18時30分開場
料　金 1,500円（全自由席）　※未就学児の同伴不可
	 ※チケットはコズミックセンターまたは新宿文化センターの	
	 　窓口でご購入ください。先着順

場コズミックセンター8階　プラネタリウム
問学習・スポーツ課　☎3232-5121
※途中入退場不可　

～まほうとぼうけんとクリスマスをめぐるたび～

　空気が澄んで一年で最も星のよ
く見える季節がやってきました。プラ
ネタリウム冬プログラムは宇宙誕生
後の姿を描く「ビッグバン」の解説と
ともに、有名なオリオン座の物語も
あわせてお楽しみください。

　オズのまほうつかい、うさぎのはらの
クリスマスなど紙芝居、パネルシアター
を予定しています。小さいお子さんとご
一緒に、絵本の読み聞かせとあわせた
星の世界でお過ごしください。

　チェロとピアノのデュオがお届け
するクリスマスなメロディーで、楽しく
ロマンティックナイトをお過ごしくださ
い。季節の星空解説もあわせてお楽
しみいただけます。

生涯学習フェスティバル

　区民の方を対象に、教養講座（文学・文化・歴史・時事・語学など）をはじめ、
趣味（手工芸・絵画・陶芸・園芸等）や生活、暮らしと健康、スポーツ、家庭教育や
子育てに関することなど、講座やイベントを企画、実施してみませんか。詳細につきま
しては、レガス窓口および各生涯学習館にある募集要項をご覧ください。 

　応募される団体を対象に、説明会を実施します。希望団体は、前日までに学
習・スポーツ課へ電話か FAX 3209-1833で申し込みください。　

事前説明会

区民プロデュース事業
実施団体募集
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公益財団法人新宿未来創造財団をもっと知りたい！

vol.7

区民の皆さまの生涯学習活動を応援

　何かを学びたい！教えたい!新宿区の生涯学習・スポーツ事業を担う学習・
スポーツ課を紹介します。
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

　学習・スポーツ課は、多様な講座やイベントを実施しています。「何かを学びたい」「気軽に
スポーツしたい！」「講師を探している」など、学習・スポーツに関するご質問などございまし
たらぜひお問合せください。各種財団主催事業のご紹介、区内生涯学習館のご利用について
など皆さまの学習活動を応援します！

●学習・スポーツ課ってどんな課？

　「ガーデニングクラブ」「消費者講座」「パソコン講座」など人気講座が勢ぞろい！ご自分の
ニーズに合った学習プログラムをお楽しみください。
　地域のオアシス・生涯学習館では、色々なジャンルの地域団体が活動しています。団体主
体で運営される各館まつりでは学習成果発表や地域交流も行われています。
　また、コズミックセンター 8階にあるプラネタリウムでは、一般投影のほか「星空コンサー
ト」を開催。都会の一角で悠久の宇宙を体感し、日常生活のストレスを癒しましょう。

●いつでも楽しく生涯学習！

　コズミックセンター名物の日替わりスポーツレッスン「レガスポ！」は「フラダンス」「アク
アビクス」「健康ストレッチ」など36講座を展開しています。一部のプログラムでは託児サー
ビスを実施していますのでスポーツ好きのママもぜひご利用ください。その他「初心者弓道教
室」「健康ウォーキング」など、地域団体との連携事業も盛りだくさん。レガスのプログラムは
初めてでも気軽にスポーツを始めることができます。

●毎日気軽にスポーツ体験！

　1月の「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」を筆頭に4月は区民の皆さまへの感
謝を込めた「レガスまつり」、10月体育の日はスポーツの祭典「スポレク」などご家族でお楽し
みいただけるイベントを開催しています。
　マラソン併催の明治公園イベントで行われる「新宿人onステージ」もお見逃しなく！

●お祭り気分でイベントにGO ！

　学習・スポーツ事業を支えてくださっているのは、区体育協会加盟団体やスポーツ団体、
文化団体などの皆さまです。大イベントでは、区民の皆さまが楽しく安心して事業に参加して
いただけるよう多大なご協力をいただいています。今後も地域団体の皆さまとともに新宿区
の生涯学習事業を展開してまいります。

●地域との連携

皆さまありがとうございました！

新宿スポレク2010
イベントレポート

新宿ミュージカル講座

　10月11日（月・祝）体育の日、新宿スポレク2010が開催されました。さわや
かな秋晴れのもと、主会場の新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンター
などへ延べ2万人以上が集まりました。ご参加いただきました皆さま、ありがと
うございます!
　このイベントを支えてくださったのは、区体育協会加盟団体・区関連団体・
企業の全83団体の皆さまです。5月から準備を始め、区民がより楽しめるイベ
ントとなるよう各団体がアイデアを出し合い、全75種類のイベント・アトラク
ションが勢ぞろいしました。
　来年も体育の日にお会いしましょう！皆さまのご来場をお待ちしております。
ご協賛・ご協力いただきました団体・企業の皆さまありがとうございました。

　１０月１７日（日）四谷区民ホールにおいて、新宿ミュージカル講座修了発表会を開催しました。
　本年度は初めてミュージカルを経験する受講生が多いなか、９歳から２４歳まで２７名が互
いに切磋琢磨しながら練習を重ねていました。
　年齢の垣根を越え、講師の本徳亜希子先生らの指導のもと、歌やダンス、お芝居に夢中に
なった５カ月間となりました。
　発表会当日は、満員の観客の前で思いっきり歌って踊り、堂々とステージに立っていまし
た。その姿は一人ひとりとても輝いていました。

一部になりますが、
お楽しみいただいた
体験コーナーの

様子をご覧ください!

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

熱闘！ユニカール！

修 了 発 表 会 満 員 礼御 ！

問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

舞台女優に学ぶ!
コミュニケーション能力を高める
ための台本音読講座
　発声方法・セリフ術を学び舞
台台本を芝居気たっぷりに音読し
て、表情豊かに!
　第一印象をよくする自己発信の
コツをつかんで、コミュニケーショ
ン能力に磨きをかけましょう!
※使用台本は現在検討中です

日　時 1月24日（月）・31日(月)、２月７日（月）・15日（火）・21日（月）・
28日（月）　13時～15時

会　場コズミックセンター３階　小会議室
講　師 岡田由記子氏（劇団鳥獣戯画出身、レガスポ！講師）
対　象区内在住・在勤・在学の方　24名（多数抽選）
参加料 全6回　3,000円
申込み 12月20日（月）必着。往復はがき、FAX 3209-1833		のいず

れかにて、記載例（８面）のとおり記入し学習・スポーツ課へ
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

おすもうさんとはっけよい！

消費者講座

レガスポ！	3B体操

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　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。



☎03-3359-2131学芸課（新宿歴史博物館） ☎03-3232-5121学習・スポーツ課 ☎03-3232-5122子ども・地域課 ☎03-3350-1141文化交流課 ☎03-3359-3729観光課

5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。

　 　

　

　明治18（1885）年開設された新宿駅は、大
正から昭和にかけての私鉄各線の参入によ
り、東京西郊のターミナル駅へと成長してい
きます。それにともない、新宿駅の周辺も一
大繁華街へと変貌を遂げていきます。新宿
の変遷を鉄道からたどる講義です。

　Part１（戦前編）の続編です。区広
報課が撮影していたオリジナルプリン
トを中心に、新宿の戦後を写真でた
どります。会場では、埼京線新宿駅
開業のぼりなど新宿駅に関する歴史
資料も展示しています。

　３代将軍徳川家光が祖心尼のために建立を命じた済松寺、儒学者・ 軍学者である山鹿素行の墓がある
宗参寺などを見た後、文化センターで写真展「新宿風景Part2戦後編」を学芸員のガイドにより見学します。

　榎地域で発掘調査され、出土した資料を基に古代から江戸時代の榎地域を紹
介します。また、江戸から昭和の地図や写真でまちの移り変わりを見ていただける
展示会を行います。

　発掘調査で出土した資料や江戸から昭和にかけての地図や写真を見ながらまちの移り変わりをご紹介します。

　林芙美子記念館の庭園には、石
ざ

榴
くろ

やオリーブ、ブナなどの数多くの木々
に加え、四季折々の山野草が可憐な花を咲かせます。このたび、庭園内
にある90種におよぶ植物を掲載した新版のガイドブック「花ごよみ」（販売
価格：200円）を発売しました。
　また、皆さまからのご要望が多かった植物の樹名札もリニューアル。
紅葉の見ごろを迎えた林芙美子記念館にぜひ足をお運びください。

写真展 新宿風景
Part2
戦後編

出張 博物館
第１弾「榎の今と昔」

林芙美子記念館からのお知らせ

新宿歴史博物館
休館中特別企画

日　時 平成23年１月30日（日）まで　9時～19時
	 ※休場日：12月14日（火）、12月29日（水）～平成23年1月5日（水）、１月11日（火）
会　場新宿文化センター　地下１階　展示室
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日時 12月12日（日）13時～15時　集合 榎町地域センター　4階　多目的ホール　定員 30名

見学予定コース 榎町特別出張所～済松寺～都立戸山公園～西向天神社～新宿文化センター～写真展
	 	 「新宿風景Part2戦後編」の見学（学芸員ガイドあり）

日時 12月4日（土）～12日（日）　9時～17時30分　会場 榎町地域センター　2階ロビー、行政会議室

日時 12月8日（水）10時～12時　会場 榎町地域センター　4階　多目的ホール　定員 30名　費用 200円

問合せ 新宿歴史博物館☎3359-2131／林芙美子記念館☎5996-9207

無料

③江戸の歴史を感じるまち歩き

①「榎の今と昔」の展示会

②「榎の今と昔」講座

　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？まち歩きツ
アーはコース、日程、時間を自由に組み立てるオー
ダーメイド型まち歩きです。
※参加の際は、資料代などの実費がかかります（10

名まで4,000円～ 6,000円程度）。また日程調
整のために、数日かかることもあります

　見どころ満載の神楽坂を、今回もベテランガイドさんがくまなくご紹介します。新宿まち歩きガイドツアー

あなただけのプランで新宿再発見！

　 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。
主な見どころ 	赤城神社、尾崎紅葉旧居宅、相馬屋、見番など
所要時間 	2時間　距　離 2㎞

日　時 12月１８日（土）
	 ①午前の部（10時以降出発）　②午後の部（13時以降出発）　
	 	（いずれも１時間半程度のまち歩きです）
受　付 毘沙門天善国寺（神楽坂５-36）
対象・定員どなたでも　各回30名（多数抽選）
参加料 500円（保険料・資料代など）
コース 毘沙門天善国寺、寺内公園、芸者新道、見番、
	 小栗横丁、かくれんぼ横丁、赤城神社など
主　催新宿まち歩きガイド運営協議会
申込み12月10日（金）必着。往復はがきまたは受信
	 可能なFAXがある場合はFAX 3359-5036で
	 記載例（8面）と、希望の部を記入のうえ、観光課へ
	 ※当選通知とともに出発時間をお知らせします
問合せ 新宿まち歩きガイド運営協議会事務局
	 	観光課　☎3359-	3729

問合せ 新宿まち歩きガイド運営協議会事務局
	 観光課　☎3359-3729　 FAX 3359-5036

1

オーダーメイド型
まち歩き参加方法

日にち・参加人数を決定する
▼

以下の中から好きなコースを選ぶ、
またはコースについてご相談ください

▼
観光課へ電話、FAX 3359-5036

またはHPで申し込み
▼

担当ガイド団体さんと詳しい
コースについて相談

▼
当日！

まち歩きガイドおすすめコース

無料

無料

新宿駅の開業・変遷と新宿 喜久井坂（昭和35年）

赤城神社

申込み ②③とも先着順。電話またはFAX 3359-5036、往復はがきに記載例（8面）のほか、希
望講座名と③は同伴者（2名まで）を記入し、学芸課へ		※1名1応募問合せ 学芸課　☎3359-2131

　 新宿駅周辺・四谷　超高層のまち～新宿に残る歴史を訪ねて～

　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。
主な見どころ 	新宿駅、都庁展望台、花園神社、新宿御苑など
所要時間 	3時間　距　離 6㎞

2

　 四谷　お岩さまから追い出しの鐘まで

新宿駅周辺の名刹。新宿の街の歴史をひも解くお江戸ツアー。
主な見どころ 	田宮稲荷のお岩さん、四谷大木戸門跡、天龍寺など
所要時間 	2時間　距　離 5㎞

3

　 落合　落合文化散歩～落合蛍の面影をさがして～

ちょっとリッチな気分に浸れる東京・山の手文化散歩。
主な見どころ 	薬王院、佐伯祐三アトリエ記念館、林芙美子記念館ほか
所要時間 	3時間　距　離 3.9㎞

4

横丁と石畳のまち神楽坂まち歩きツアー

神楽坂まち歩きツアー編

ご好評につき第2弾開催！

新宿まち歩きガイドツアーレポート

　去る10月31日（日）、まずまずのお天気に恵ま
れ、新宿まち歩きガイド運営協議会主催による
神楽坂のまち歩きツアーが行われ、多くの方
にご参加いただきました。
　参加者は10人ほどのグループに分かれ、達
人ガイドさんに解説をしていただきながら神楽
坂の魅力あふれる横丁や石畳の小道、そして
新しくなった赤城神社などをまわりました。
　参加された方からは、「地域を知ることは自
分の住んでいる街を好きになることだと気付き
ました。」との声も届いています。
　新宿というまちは、神楽坂に限らず、さまざま
な魅力あふれる観光資源に恵まれています。
新宿まち歩きガイド運営協議会では今後もこう
した区内の魅力あふれるスポットを達人ガイド
さんとともにめぐるツアーを企画していきます。

関 連 講 座

神楽坂

林芙美子記念館

講　師 奥原哲志氏（鉄道博物館学芸課長）
日　時 平成23年１月22日（土）　14時～16時
会　場新宿文化センター　４階　第1会議室
定　員 60名（多数抽選）
参加料 400円
申込み 平成23年1月7日（金）必着。往復はがきに記載例（8面）を記入し、学芸課へ
	 ※はがき１枚につき１名まで　
問合せ 学芸課　☎3359-2131

申「新宿まち歩きガイド申込用紙」（新宿歴史博物館、コズ
ミックセンターなどで配布）に必要事項を記入し、FAX
3359-5036で観光課へ問新宿まち歩きガイド運
営協議会事務局（観光課）☎3359-3729

開催中
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　音楽イベント情報

♪♪ 新宿文化センター　イベント情報 ♪♪ 

　

日　時 12月11日（土）　14時開演（13時30分開場）
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演チェコ少年合唱団、新宿区少年少女合唱団、落合少年少女合唱団、早稲田少年少女合唱団、長野県伊那市高遠町児童

合唱団（新宿区友好都市）
入場料 全席指定　1,000円　※未就学児入場不可。チケットぴあ（Pコード116-368）
問合せ文化交流課　☎3350-1141

皇

支払方法：予約後2週間以内にお済ませください
①新宿文化センターにて引き取り
②下記のゆうちょ銀行口座に入場券代と送料（80円）をお振込みください。入金の際、郵便窓口にある青色の振込用紙に「予約済み
	 	公演名・枚数・席種・予約者の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を明記のこと。入金確認後、入場券を郵送します
振込先：加入者名（振込先）：新宿文化センター、口座番号：00180-0-263305
※入金から入場券発送までに約1週間必要です。振込手数料はお客様ご負担となります
●購入の際のお願い
・窓口でのご購入以外では、座席番号のご指定はお受けできませんのでご了承ください
・車椅子での鑑賞席は、新宿文化センターにてお求めください（枚数限定。電話予約・HP予約可）
・特定の公演以外は、未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。入場券は年齢に関係なくおひとり1枚必要です
・出演者、曲目、演目などはさまざまな事情により変更になる場合があります
・公演中止の場合以外は、お求めの入場券の払い戻しは行いません。また紛失された場合も再発行はできませんのでご注意ください

主催公演入場券購入方法

新宿文化センター窓口
時　間 9時～19時（休館日を除く）

◦好きな座席を選びながら購入したい！

新宿文化センター　☎3350-1141
時　間 9時～19時（休館日を除く）　チケットぴあ　☎0570-02-9999
※音声案内の手順で、希望公演のPコードを入力してください

◦電話で予約したい！

窓口以外での購入の場合、以下の方法でお引き取りください

　	の公演は新宿未来創造財団のホームページからチケット予約ができます。
主催公演チケットのコンテンツからお申し込みください。
http://www.regasu-shinjuku.or.jp

◦メールで予約したい！

国際交流
演奏会

チェコ少年合唱団“ボニ・プエリ”
クリスマス・コンサート

日　時 平成23年2月10日（木）　19時開演（18時30分開場）
出　演 杉田二郎、ビリーバンバン、因幡晃、太田裕美
料　金 全席指定　一般3,500円、区民割引3,000円（先着300名限定）
	 ※区民割引は窓口販売限定。購入の際は、住所のわかる公的機関発行の証明書をご
	 　持参ください。未就学児入場不可。チケットぴあ（Pコード118-860）

日　時 平成23年1月23日（日）　15時開演
出　演 円光寺雅彦（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団ほか
料　金 全席指定　大人1,500円、4歳～高校生1,000円（Pコード120-893）
チケットを購入された方は、楽器体験ワークショップに参加できます（無料）

日　時 平成23年1月28日（金）　19時開演
曲目・出演「附子」茂山千五郎、茂山千三郎、茂山千作（京都　大蔵流）、「花折」野村萬斎、野村万

作（東京　和泉流）
料　金 全席指定　A席4,000円、B席3,000円（Pコード407-337）

日　時 平成23年3月12日（土）　15時開演
出　演 高関健（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団、澤畑恵美（Sop）、小原啓楼（Ten）、福島明也

（Bar）、新宿文化センター『戦争レクイエム』合唱団、オーケストラとうたうこども合唱団
料　金 全席指定　一般4,000円、区民割引3,000円（300枚限定・Pコード123-762）

　今聴きたいあのミュージカルナンバーを堪能できる魅惑のステージ！
日　時 平成23年2月3日（木）　19時開演
会　場四谷区民ホール（内藤町87）
料　金 全席指定　一般3,000円、区民割引2,500円（先着100名限定）
曲　目 stars（レ・ミゼラブル）、Music	of	Night（オペラ座の怪人）ほか

日　時 12月26日（日）　14時～16時（予定）
対　象区内在住・在勤の心身に障がいのある方と家族・介助者　50名。車イス利用の方は必ず

事前にお申し出ください　※本演奏会は通常のクラシック・コンサートです。そのため、演奏・
鑑賞の妨げとなる「声」や「音」を出してしまう可能性のある方はご遠慮いただいております

申込み 12月20日（月）必着。往復はがき、電話、FAX 3209-1833のいずれかで記載例（8面）を記入
し、学習・スポーツ課へ

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　12月にふさわしく、華やかなトランペット、ピアノ、軽やかなマリンバ、パーカッション、そして新宿
文化センターの宝パイプオルガンの豪華競演をお届けします（途中入退場自由）。
日　時 12月22日（水）　12時～13時30分

　チェコの音楽文化の伝統を受け継いだ合唱団でありながら、洗練されたステージを繰り広げます!!地元新宿区と
友好都市、伊那市高遠町の児童合唱団との共演もあり、クリスマスに贈る厳かで清らかな歌声と楽しいステージをご
家族お揃いでお楽しみください!
※当日券もでる予定ですが、チケットのご購入はお早めに！

新宿フォーク・ジャンボリー
〜青春のハートフルコンサート〜 新宿文化センターニューイヤーコンサート2011

新春名作狂言の会

ベンジャミン・ブリテン作曲「戦争レクイエム」

今井清隆・井料瑠美トーク&ライブ2011

オーケストラコンサート
新宿交響楽団第40回定期演奏会

ランチタイムコンサート
〜第100回記念　クリスマス・スペシャルコンサート〜

無料

障がいの
ある方を
ご招待

1時間30分の
特別公演

問合せ 文化交流課　☎3350-1141 好評販売中！

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　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。



☎03-3359-2131学芸課（新宿歴史博物館） ☎03-3232-5121学習・スポーツ課 ☎03-3232-5122子ども・地域課 ☎03-3350-1141文化交流課 ☎03-3359-3729観光課

7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。
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レガス多文化交流事業
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化交流課　☎3350-1141

To Apply
Call	or	send	a	reply-paid	postcard.	Alternatively,	
you	can	send	your	application	by	fax	 if	you	are	
able	to	receive	faxes.	Write	out	the	information	as	
given	in	the	example	on	page	8	and	send	it	to	the	
Cultural	Exchange	Division	(Fax:	3350-4839).

Inquiries
Cultural	Exchange	Division,	Tel:	3350-1141

Hands-on Tea Ceremony Class Geared to Foreign 
Residents
We will prepare traditional Japanese tea and 
make origami. Beginners are most welcome!

　

Lecture for International 
Understanding

Regasu Multicultural Exchange Program

Date and Time
December	18	(Sat.),	1	to	4	p.m.	(subject	to	change)	
Location Shinjuku	Bunka	Center
Eligibility

(1)	Those	who	are	 foreign	 residents	and	 (2)	 those	
who	are	interested	in	having	friendly	exchanges	with	
foreign	residents

Fee ￥500
Deadline

Applications	 must	 be	 received	 no	 later	 than	
December	15	(Wed.).
Cosponsor
Shinjuku	Women’s	Foreign	Trainee’s	Group
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http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=352

Information on Events 
and Multicultural Classes
If you want to study Japanese, wish to 
meet people from various countries in a 
friendly setting, would like consultation on 
any difficulty or concern, or are looking for 
any other information related to multicultural 
living, please visit the Web site below. 

Classes (Those Currently Recruiting Students), Events, Etc.
◦Shinjuku	 Japanese-Language	 Classes	
(January	through	March	2011)

◦International	Exchange	Salon
◦Foreign	Resident	Advisory	Corner
	 	 (Japanese,	English,	Chinese,	Korean,	Thai,	
and	Myanmarese)

English
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=279

　

　コズミックセンター１階ロビーにて、気軽にお楽しみいただけるミニ・コンサートを開催します。
スポーツや学習活動・お散歩などの合間に、ぜひお立ち寄りください!
※事前予約などは必要ありません。開催日時、出演者は変更となる場合がございます。　
　詳細は財団ＨＰにてお知らせいたします

　10月23日（土）・30日（土）に、新宿コズミックセンター
１階にて第一回ロビーコンサートを開催しました!
　初の試みである今回は「ランチタイムコンサート」と
題して、癒し系ポップスユニット『円en』によるピアノと
ギターの弾き語り♪曲目は、独自の世界感を生み出
すオリジナル曲から、親しみのあるアニメ主題歌まで
幅広く、ご家族で楽しんでいただける内容でした。
　秋の深まりを感じる週末、『円en』のおふたりの演奏
のおかげで、コズミックセンターが温かい空気に包ま
れました。
　今後も皆さまに季節のイベントや癒しの空間をお
届けするコンサートを企画していきますので、ご期待
下さい!
※今回の出演者についてはコチラをご覧ください
　「円enオフィシャルサイト」http://en-official.jp

お馴染みのランチタイムコンサートが
コズミックセンターにやってくる！

出　演 12月21日（火）　ナカノヨウスケ（弾き語り）、12月27日（月）　すべらーず。（アカペラ）
時　間 12時～13時
会　場コズミックセンター　１階ロビー
問合せ 施設課　☎3232-7701

問合せ 施設課　☎3232-7701

無料

コズミックセンター
ロビーコンサート
10月の開催レポート

コズミックセンター・
ロビーコンサート

今後とも、「Oh！レガス新宿ニュース」をどうぞよろしくお願いいたします。

「Oh! レガス新宿ニュース」
アンケート結果報告

　多数のご協力ありがとうございました！皆様からいただいたご意見をご報告いたします。 ご意
見を参考に、内容の充実、読みやすさを考慮し、愛される広報紙となるよう努力していきます!
※ＱＵＯカードの抽選結果はカードの発送をもって発表に代えさえていただきます。

歴史
22％

スポーツ
22％文化 38％

交流 14％
観光 8％

目を通すだけ 2％

※複数回答

全て読む
38％ 興味ある

分野だけ
58％

全て 38％

学習 38％

●全ての分野を読みますか ●どの分野を読みますか ●どこで手に入れましたか
１.新聞折込み…73％
２．コズミック…10％
３．駅・区役所…4％
【その他】
歴史博物館、児童館、地
域交流館など

●毎号読みますか
１.毎号読む…71％
２．たまに読む…20％
３．初めて読んだ…８％

大変良い 良い 普通 悪い 大変悪い

雰囲気や
色合い 42% 40% 12% 2% 0%

記事の
配置や構成 24% 48% 22% 2% 0%

文字の
大きさ 28% 38% 26% 4% 0%

紙面の
読みやすさ 24% 38% 32% 2% 0%

●こんなご意見も
　いただきました!!
・色を使いすぎている
・文字を大きくしてほしい
・もっといろんな所にお		
　いてほしい
・イベント以外の情報も
　載せてほしい

問合せ 経営課　☎3232-7701
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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

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

掲載お申し込みは　　「広告募集

中！！」をクリックしてください。

レガスパークは広告スペースです。お問合せは直接広告連絡先まで。

音　楽

生田流おこと教室　体験有　幼児～一般
日本の伝統楽器を楽しみませんか？　月３回
5000円　矢来町　☎3235-1545　杉崎

新宿津軽三味線教室　☎3341-2849
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

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

歌・ジャズ・ポップス・日本の曲もOK！
歌で英語力UP　練習はピアノ　発表会はバンド
伴奏♪　高田馬場他　ARmuｓiｃ	3368-7318

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

大正琴メンバー募集
戸山生涯学習館　毎月第一、第三水曜日
午前中　木下光江　☎3200-5942

能楽観世流謡曲・仕舞教室
住吉町生涯学習館にて毎月２回火曜日
謡曲18:10～18:40仕舞20:00～21:30初心者
18:45～19:50経験者グループ見学・体験可
一ヶ月五千円　3351-8619　石井
http://homepage3.nifty.com/noh-no-hana/

端唄　登喜葉の会　神楽坂教室
毎月２回、土日１４～１６時。稽古場は
神楽坂。小中学生は無料。平日もあり。
連絡先　星　浩一　090-4674-3883

♪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～Tel3358-1162　平野

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

カラオケ教室　新曲を歌おう！初心者中高年
＊北新宿木曜夜6時～　＊西戸山火曜昼1時～
＊やさしく個人指導　＊電話3339-6166本間

スポーツ・健康

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

★やさしいヨガ　４回チケット5250円★
楽しくリラックス♪　新宿駅西口徒歩８分
深堀ヨガスクール☎3365-3203　f-yoga.com

アート・工芸

若葉の会いけ花　茶の湯　3429-6941加藤
花月2回費2000円　茶月1回1500円花材雑別

（場）若松センター土又は日　13時～

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

プリザーブドフラワーで飾るX̀ mas＆お正月
ホワイトローズのリースが花材費３５００円	
で無料体験。東新宿駅２分　プリザ＊プラザ	
森下　090-5199-8215

フラワーアレンジメント＆園芸
松ぼっくりで干支のウサギを作り、お正月飾り
を作ります。一度の参加もOKです。
納戸町　アート大橋　☎3268-4518

体験しませんか TEL080-5674-4187　平野
①薔薇(生花)のX'masリース作り　12/15　10時～
②お正月の生け花12/22　花材込￥3000早稲田駅

外国語・外国文化

脳と耳を鍛える英会話、スペイン語、ロシア語
フランス語、韓国語クラス／60代の方中心。
月謝￥8400～新宿／池袋WING03(3984)1180

E英語塾　中学・高校対象-完全個人授業-
９０分４千円　英検・リスニング強化可　	
牛込神楽坂・三中そば　℡090-3091-4089

ベテランの外国人講師が楽しく教えます
英語・仏語・西語・独語・伊語・韓・中国語	
初級から上級者まで　マンツーマン3150円～　
曙橋駅より徒歩１分　LIG	03-3355-4471
http://home.att.ne.jp/air/lig/

わかりやすくしっかりと教えます
★小中高生の英会話＋英検・受験対策	
★大学生・社会人の英会話＋英検・TOEIC	
ホームページは英会話サロンアオキで検索を	
下落合・高田馬場駅３分　TEL3365-1265

大人の初級英会話　メンバー募集
角筈地域センター　火曜11:05～　2200/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

その他

演劇・朗読　新しい発見
親切な個人指導で楽しく上達　月2回2千円
新宿　年齢経験不問
鈴木督代　☎3368-3315

女性の文化彩 （々さいさい）　和して嗜み参加者募集
TEL：39548721・IELTS英語・鍵盤奏・創作活花・
衣装制作・古詩歌朗　　会費月3～￥3000～
年会費￥3000～　地域C・講師宅他　大江戸線
西武線　山手線　◎スタッフ同時募集　目白

パン教室エッセンス生徒募集四ッ谷駅５分
クリスマスシュトーレン　☎03-6380-9931
http://bread8studio8essence.p1.bindsite.jp/

ベビーマッサージ教室 hapimama ＠神楽坂
２か月～ハイハイまでの赤ちゃんとママ対象	
hapimamaのＨＰ：http://www.hapimama.com/

パソコンを活用する会　メンバー募集
場所：戸塚地域センター	
月会費	3000円　　連絡：03-3366-4494

　掲載お申し込みは　　　「広告募集中！！」
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・会場等は予定です。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。

	 	

ご不便をおかけいたしますが、
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

日程 問合せ先

新宿
歴史博物館
全館休館

12月1日（水）～
平成23年1月31日（月）
空調設備工事のため

学芸課 ☎3359-2131
※講座貸し出し予約（窓口）と利用登録は、
　博物館以外の財団施設で受け付けます

コズミック
センター
臨時休館

12月13日（月）～17日
（金）施設整備のため
※1階事務所窓口は9
時～17時の間営業い
たします

施設課 ☎3232-7701

年末年始
休館

12月29日（水）～
平成23年1月3日（月）

【コズミックセンター・大久保スポーツプラザ】
施設課 ☎3232-7701

【林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館】
学芸課 ☎3359-2131

【新宿文化センター・しんじゅく多文化共生プ
ラザ】
文化交流課 ☎3350-1141

【各生涯学習館】
学習・スポーツ課 ☎3232-5121

休館のお知らせ

職員募集

公益財団法人
新宿未来創造財団

●常勤職員
業務内容
A：一般事務
B：次代を担う児童や青少年の育成業務
受験資格
A：大卒以上B：次のいずれかに該当する方…①地方厚生局
長の指定した児童福祉施設の職員を養成する学校などを
卒業した方②保育士の資格を有する方③小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、幼稚園の教諭となる資格を有す
る方④大学（短期大学含む）において心理学、教育学、社会
学、芸術学、体育学の課程を修めて卒業した方⑤児童福祉
法関係施設において、概ね2年以上児童を直接指導、保育す
る業務に従事した方　※特に、学童クラブ指導経験3年以
上を有する方は、採用にあたり考慮します
勤務場所 財団管理施設
給　　与 初任給月額181,200円～
※平成22年給料表による　※職歴加算制度、賞与、通勤手
当、扶養手当、住居手当、資格手当などあり
選　　考（1）書類審査（2）（1）の合格者は、第一次試験（平
成23年1月16日（日）・一般教養）（3）（2）の合格者は、第二
次試験（論文・面接）へ

●契約職員
業務内容
A：一般業務（事業の実施、受付案内業務など）
B：次代を担う児童や青少年の育成業務
受験資格
A：どなたでもB-1：学童クラブ指導経験3年以上を有し、
指導経験豊かな方B-2：次のいずれかに該当する方…①
地方厚生局長の指定した児童福祉施設の職員を養成する
学校などを卒業した方②保育士の資格を有する方③小学
校、中学校、高等学校、中等教育学校、幼稚園の教諭となる
資格を有する方④大学（短期大学含む）において心理学、教
育学、社会学、芸術学、体育学の課程を修めて卒業した方⑤
児童福祉法関係施設において、概ね2年以上児童を直接指
導、保育する業務に従事した方⑥そのほか、次世代の育成
に対して熱意のある方
勤務場所 A：財団管理施設		B：区内小学校及び財団事務所
給　　与 初任給月額168,000円～216,000円
※平成22年度給料表による　※職歴加算制度、通勤手当、
変則勤務手当、賞与、資格手当などあり
選　　考（1）書類選考（2）（1）の合格者は、面接試験へ

採用予定数 いずれも若干名 採用予定日 平成23年4月1日勤務時間 週
平均38時間45分（土・日・祝日の出勤あり）休暇年次有給休暇、夏季
休暇など 社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険など申 12
月20日（月）必着。所定の申込書・作文（コズミックセンター・大久保
スポーツプラザ・各生涯学習館・新宿文化センター・区政情報センター
に設置、HPからダウンロード可）を締切日までに直接（窓口受付9時～
21時。12月13日～17日は17時まで）または郵送で経営課へ※詳細は採
用試験案内を参照問経営課　☎3232-7701

● 休館日　 : 月曜定休
● 開館時間 : 午前10時から午後6時まで
 ※入館は午後5時30分前まで

山口 華楊〈幻化〉　1979年　紙本彩色

2010年11月20日［土］－12月26日［日］

・ ゴッホ

・ ゴーギャン

・ セザンヌ

・ 東郷 青児

・ グランマ・
 モーゼス

・ ルオー

・ 山口 華楊

・ 岸田 劉生

・ ルノワール

・ 奥村 土牛

・ 東山 魁夷

・ 平山 郁夫

所蔵作品展
損保ジャパン東郷青児美術館コレクション

所蔵作品展

12月23日（木・祝）まで

平成22年度　第30回
新宿区障害者作品展

区内で活動する皆さんの
絵画・工芸品の展示です。

12月24日（金）～1月27日（木）

選挙ポスター展

12月の展示

展	新宿大ガード下・北側歩道
問	学習・スポーツ課　☎3232-5121

※上期作品募集は1面へ

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。

申込み記載例 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
名

返信（表） 往信（裏）


