
1新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 大会公式ウェブサイト　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/　「新宿シティハーフマラソン」で検索。
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《無料相談実施中》  

無料相談は、随時ご希望日時に 
合わせてお受けいたします。 
ただし、事前予約が必要になり 
ますので、お電話、ＦＡＸ、メー 
ルなどにてご連絡ください。 

 

   税理士法人Ｔ'ｓ(ﾃｨｰｽﾞ)会計 
〒169－0075 

新宿区高田馬場１－２４－１６ 
内田ビル４Ｆ 

ＴＥＬ：03-３２０５-４９５１ 
ＦＡＸ：03-３２０５-４９５０ 
ﾒｰﾙ :ts-kaikei@tkcnf.or.jp 
HP:http//www.ts-kaikei.net/ 

『一つ一つ 知ることから始めよう』 
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発行：公益財団法人新宿未来創造財団　〒169-0072 東京都新宿区大久保3-1-2新宿コズミックセンター内　Tel 03-3232-7701（代表）
平成26年12月20日 第95号　次号は平成27年1月5日発行です。
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問合せ：新宿シティハーフマラソン･区民健康マラソン実行委員会事務局(公益財団法人新宿未来創造財団)　Tel 03-3232-5121

約12,000人のランナーが新宿区内を駆け巡ります。
ご迷惑をおかけしますが、大会実施中の交通規制にご理解･ご協力をお願いします。
交通規制地域および主要幹線道路上で、横断幕・立看板などによりご案内いたします。

フィニッシュ 明治神宮野球場スタート 明治神宮野球場前スタジアム通り

① 甲州街道・上り（御苑トンネル） ８:５０～９:４０頃
② 甲州街道・下り（御苑トンネル） ９:２５～１１:０0頃
③ スタジアム通り（仙寿院→日本青年館前→神宮球場前） ８:００～１４:３０頃
④ 首都高速４号新宿線上り（外苑出口） ８:４５～１２:４５頃
⑤ 新宿通り（四谷四丁目→四谷三丁目） ８:５０～９:３５頃
⑥ 新宿通り（四谷三丁目→四谷四丁目） ８:５０～１０:１０頃
⑦ 新宿区道（本塩町→市谷本村町） ９:００～９:５５頃 
⑧ 外苑西通り（富久町西⇔四谷四丁目） ９:１０～１０:１０頃
⑨ 御苑大通り（新宿五丁目東→新宿二丁目南） ９:１０～１０:１０頃
⑩ 新宿通り（新宿二丁目⇔四谷四丁目） ９:１０～１０:１０頃
⑪ 外苑杉並線（北参道→外苑橋） ９:１５～１１:１０頃
⑫ 四谷四丁目交差点（外苑橋方面から直進・右折・左折不可） ８:５０～１１:１０頃
⑬ 四谷第六小学校南側道路（信濃町駅前→大京町）※１０ｋｍの部のみ １１:３０～１２:５０頃

通　行　止
⑭ スタジアム通り（神宮球場前→日本青年館前） ８:００～１４:３０頃 
⑮ 外苑東通り（信濃町駅前→四谷三丁目） ８:５０～１０:５０頃
⑯ 外苑東通り（四谷三丁目→合羽坂） ８:５０～９:４０頃
⑰ 靖国通り（住吉町→合羽坂下） 　　８:５５～９:４０頃 
⑱ 外苑東通り（合羽坂→四谷三丁目） ８:５５～９:４５頃
⑲ 新宿通り（四谷三丁目→四谷見附） ８:５０～９:５０頃
⑳ 外堀通り（四谷見附→本塩町）　 ９:００～９:５０頃
� 靖国通り（市谷本村町→新宿五丁目東） ９:００～１０:１０頃
� 明治通り（新宿四丁目→北参道） ９:１０～１１:０５頃
� 外苑西通り（外苑橋⇔仙寿院）※ハーフ・１０ｋｍの部 ９:１５～１２:５０頃

車　線　規　制

2015年 1月25日日

路線バスの運行変更について
交通規制中　  印のバス停については、時間によりご
利用できません。詳細は停留所などでご確認ください。
※ 白61・高71・宿75・黒77・早81・池86・品97

系統・ハチ公バス・新宿WEバスは、休止・迂回・
短縮運行となります。
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レガスパークレガスパーク広告スペース

内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
幼児～大人　初心者歓迎　レベル別に丁寧な
指導♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分

歌個人指導(超苦手～ )生徒募集！ 健康に◎
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。無料体験有!
高田馬場駅徒歩2分。フェザー☎3362-1920

やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
整美体操あり、シニア、初心者OK。体験無料
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka

新築マンションの内覧会をサポートします！
ベテランの検査員が安心の同行サポート。 
詳細は「ニューマン内覧」で検索を！ 

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

「Oh!レガス
新宿ニュース」に
広告を掲載しませんか？

広 告 募 集

毎月5日・20日発行
新聞折込配布＝123,000部
　　　　　　　　　（発行133,000部）

お問い合わせ、お申し込み（先着順）　

新宿区
全域を
カバー

掲載面 サイズ（縦×横） 1枠料金（税込）

表面 縦型 76×48mm 38,850 円
中面 縦型 76×48mm 29,400 円
裏面 縦型 76×48mm 37,800 円

03-3232-7701　　 03-3209-1833
koho@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

公益財団法人新宿未来創造財団　広報担当
〒169-0072  新宿区大久保 3-1-2

TEL
E-mail

U R L

FAX

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

持ち物・服装：手が自由になるように、また運動しやすい服装（スカート不可）・運
動靴でお越しください。なお、飲み物・帽子・雨具などは各自でご用意ください。
申込み：当日受付時間内に直接集合場所までお越しください。※雨天決行　
企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会

子ども子ども

スポーツスポーツ

第2回 新宿区小学生囲碁大会 
参加者募集
昨年度好評だった囲碁大会を今年度も開催します。クラス別で行うため、
どなたでも優勝のチャンスがあります。成績優秀者には表彰があります。
日本棋院所属のプロ棋士から指導も受けられます。
日時：平成27年3月1日(日)　10:00～14:30　
会場：新宿コズミックセンター　5階大研修室
審判長： 水間俊文 七段(日本棋院所属・ 

日本棋院ジュニア囲碁スクール講師)
対象： 区内在住・在学の小学生

100名　（多数抽選）　
※「 新宿区小学生囲碁教室」の参加者は優先的

に参加できます。
※ 締め切り後、定員に空きがある場合は区外

児童も参加可。ただしオープン参加とし表
彰対象にはなりません。

料金：500円　主管：公益財団法人日本棋院
申込み： 平成27年2月20日(金)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合Fax 03-3209-

1833へ記載例（下段）のほか、学校名・学年、囲碁経験の有無と「級」「段」がある場合は
その旨を記入し、学習スポーツ課へ。

※大会ルールや競技方法は、当選者に後日送付いたします。

目指せ未来の囲碁名人 新宿区小学生囲碁教室
初心者でも大丈夫！基本ルールから楽しく学びます。囲碁を通して、 
ものの見方や考え方を学びましょう。
日時：平成27年1月27日～2月24日の毎週火曜日（全5回）17:00～18:20
会場：新宿コズミックセンター　3階会議室
講師： 水間俊文 七段(日本棋院所属・日本棋院ジュニア囲碁スクール講師)
対象： 小学生30名(区内在住・在学の方優先、多数抽選)
料金：全1,000円(欠席時の返金なし)
協力：公益財団法人日本棋院
申込み： 平成27年1月15日(木)

必着。往復はがきまた
は受信可能なFAXがあ
る場合はFax 03-3209-
1833へ記載例（下段）
のほか、学校名・学年、
囲碁経験の有無と「級」

「段」がある場合はそ
の旨を記入し、学習・
スポーツ課へ。

第7回 新宿区小学生 
百人一首かるた大会
参加者募集
新春の遊びとして親しまれる「百人一首かるた」の小学
生大会を開催します。成績優秀者には表彰があります。
また、大会後半には「お楽しみイベント」もあります。
日時：平成27年2月1日(日)10:00～14:30
会場：新宿コズミックセンター 1階第一武道場
対象：区内在住・在学の小学生

【1部】小学4年生～6年生
【2部】小学1年生～3年生
各部25名・計50名　（先着順）

※ 締め切り後、定員に空きがある場合は区外児童
も参加可。ただしオープン参加とし表彰対象に
はなりません。

料金：200円　主管：東京東会
申込み： 平成27年1月20日(火)必着（先着順）。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はＦax 

03-3209-1833へ記載例（下段）のほか、学校名・学年、百人一首かるた経験の有無を記
入し、学習スポーツ課へ。

※組み合わせにより、初心者と経験者が対戦する場合があります。※大会ルールや競技方法は、新宿コズミッ
クセンターで配布中の大会要項（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）をご覧ください。

申込先
学習・スポーツ課、子ども・地域課、施設課、経営課
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2　新宿コズミックセンター内　○○課
新宿歴史博物館
〒160-0008 新宿区三栄町22
新宿文化センター
〒160-0022 新宿区新宿6-14-1

（往復はがきの場合）

記載例

※ 在学・在勤の場合は、通学・勤務先名・所在地をご記入ください。
※新宿歴史博物館メンバーズ倶楽部会員の方は必ず会員番号を明記してください。

Webマークの付いた講座は、インターネットから申し込み可

往信（表） 返信（裏）

申
込
先
名

申
込
先
所
在
地

記入しない

52
円

返信（表） 往信（裏）

申
込
者
氏
名

申
込
者
住
所

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
⑦会員番号

52
円

①NPO法人新宿区ウオーキング協会　第119回例会
新春 小石川七福神めぐりウォーク
新宿スポーツセンター～東京ドーム　約10km
日時：平成27年1月6日（火）　受付8:40～9:00　解散12:00予定
集合： 新宿スポーツセンター前（大久保3-5-1）
最寄駅… ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」／東京メトロ副都心線「西早稲田駅」

コース：新宿スポーツセンター（スタート）→神田川沿い歩道→江戸川橋→深光寺→徳雲寺→極楽
水→宗慶寺→真珠院→福聚院→源覚寺→礫川公園→東京ドーム（ゴール）

解散：東京ドーム（文京区後楽1-3-61）
最寄駅… J Ｒ総武線・都営地下鉄三田線「水道橋駅」／東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」／

都営地下鉄大江戸線・三田線「春日駅」
料金：400円
問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel 090-3217-4109

②レガス健康ウォーキング
新宿山ノ手七福神めぐりウォーク
新宿御苑大木戸門 ～ 善國寺 約8km
日時：平成27年1月14日（水）　受付8:40～9:00　解散12:00予定
集合： 新宿御苑大木戸門前（内藤町11）　
最寄駅…東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」

コース：新宿御苑大木戸門（スタート）→太宗寺→稲荷鬼王神社→法善寺→厳嶋神社→永福寺 →若
松地域センター→経王寺→中町公園→善國寺（ゴール）

解散：善國寺（神楽坂5-36）
最寄駅… 都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂駅」ほか
料金：400円
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

（当日連絡先：NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel 090-3217-4109)

2月  卓球教室　

日時：平成27年2月5日・12日・19日・26日の毎週木曜日(全4回)
【初級コース】　　 〈午前クラス〉10:30～12:00、〈昼クラス〉13:30～15:00
【実践応用コース】 〈夜間クラス〉19:00～20:30
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室　講師：新宿区卓球連盟
対象：区内在住・在勤で全4回参加できる方　定員：各クラス12名(多数抽選)
※夜間の実践応用コースは、ラケットをお持ちで卓球経験のある方　料金：全2,000円
申込み：平成27年1月15日（木）必着。所定の申込書（新宿コズミックセンターで配布）もしくは往
復はがきに記載例（下段）のほか、「希望クラス名」と「卓球歴」を記入し、学習・スポーツ課へ（1名
1応募のみ）。抽選後、返信はがきを送付または平成27年1月22日（木）に新宿コズミックセンター
窓口に当選番号を掲示します。※返信を希望する場合は必ず往復はがきでお申し込みください。
※電話での当落問い合わせは平日9:00～17:00。※夜間クラスのラケット貸し出しはありません。
※安全上、小学生は往復時と教室時間中の保護者付き添いが必要です。
問合せ：学習スポーツ課　Tel 03-3232-5121

Web

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

昨年度の様子

大会の様子

プロ棋士に
学ぼう！

初心者でも
参加できます

Web

Web

五色百人一首を
使用予定です

koho@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
https://ssl.regasu-shinjuku.or.jp/?p=1825
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学  習学  習

　　新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/　「新宿歴史博物館」で検索。

外国にルーツがある子どもを支援
3 3 3 3 3 3

日本語ボランティア養成講座
新宿区には、言葉や文化の異なる国から多くの子どもたちがやってきます。
子どもたちは言葉がわからず、学校や生活で苦労をしている現状にあり、手助けを
必要としています。この講座を受講して日本語学習ボランティアとして活動しませんか？
日時：平成27年1月20日（火）～3月24日（火）毎週火曜日全10回　10:00～12:30
会場：しんじゅく多文化共生プラザ（歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）　定員：30名(多数抽選)
講師：(公社)国際日本語普及協会（AJALT）所属講師
対象：①これから子どもへの日本語支援ボランティア活動を始めたい方

②原則として全回出席可能な方
③講座終了後、新宿区での子ども向け日本語学習支援事業でボランティアとして活動できる方
※本講座終了後に、子どもを直接支援する実習クラスの開催を予定しています（参加自由）

申込み： 平成27年1月13日（火）必着。往復はがき・FAX・Eメールのいずれかで記載例(2面)のほか
「応募理由」を必ず明記のうえ新宿文化センターへ。　Fax 03-3350-4839へ

bunka@regasu-shinjuku.or.jp　※資格が取得できる講座ではありません。
問合せ： 新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

開催中～平成27年2月22日（日）
街が“バブル”に向かった時代、街から“昭和”が消えた時代。
日本が経済的な豊かさを謳歌した昭和50年から60年代、新宿は更なる変化を迎えます。
今回の写真展では、バブル景気を迎え、急速に変貌する区内の様子を紹介します。
消えゆく昭和の面影、〈過去〉と〈現在〉が奇妙に同居する“昭和50年から60年代の新宿”を、未公開
の所蔵写真を中心に振り返ります。
会場：新宿歴史博物館 地下1階企画展示室（三栄町22）　
開館時間：9:30～17:30（入館は17:00まで）　
休館日：第2・4月曜日(祝休日の場合は翌火曜日)、

臨時休館・年末年始12月26日（金）～
平成27年1月3日（土）

問合せ： 新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

使い方いろいろ！
ハワイアンキルトで作る
バッグ イン バッグ
キラキラの布で作るおしゃれなバッグ イン バッグは、持ってい
るだけで楽しくなります。道具・材料はすべてご用意します。
初めての方でも安心してご参加ください。
日時：平成27年2月5日（木）・12日（木）全2回いずれも13:00～15:00 
会場：赤城生涯学習館　2階教養室Ａ（赤城元町１－３）
講師：金山晴美（赤城キルトクラブ講師）　
定員： 30名（区内在住･在勤･在学の方優先、多数抽選）
料金：全1,200円（別途材料費2,000円）
申込み： 平成27年1月20日（火）必着。往復はがき

または受信可能なＦＡＸがある場合はFax 
03-3209-1833へ記載例(2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　Tel 03-3232-5121

ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

無料無料無料無料

WebWeb

学習・スポーツ課
　Tel 03-3232-5121

新宿コズミックセンター

障がいがある方のための

わくわくプラネタリウム（字幕付き）
どなたでも気兼ねなくプラネタリウムをお楽しみいただけます。
投影中の入退場や、声や音を出しても大丈夫。
字幕も付いてわかりやすくなっています。
お気軽にご参加ください。
※投影内容は、プラネタリウム冬番組「ビッグバンと冬の星座」です。
日時：平成27年2月7日（土）10:30投影開始（10:00開場）
対象：心身に障がいのある方と付き添いの方　７０名（事前予約制・先着順）
料金：１００円（中学生以下および付き添いの方は無料）　
協力：字幕サークル「バックコート＠」
申込み： 電話、郵便はがき（52円)、 Fax 03-3209-1833、新宿コズミックセンター窓口のいず

れかで、記載例（2面）のほか、障がいの種類と車いす使用の有無、付き添いの方の有無
とその人数を記入し、学習・スポーツ課へ。（電話および窓口受付は9:00～17:00）

問合せ

展示中～12月25日(木）まで　
障がい者作品展
12月26日(金) ～1月22日(木)　
明るい選挙啓発ポスター展　
展示場所：ギャラリーオーガード“みるっく”（歌舞伎町1-30）
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

Ｊ

駅
宿
新
Ｒ

西武
新宿駅

歌舞伎町
新宿区役所

スタジオ
アルタ

新宿西口駅 靖 国 通 り

都営地下鉄
大江戸線

ギャラリーオーガード

東京メトロ
丸ノ内線

伊勢丹新宿通り り
通
治
明

新宿
三丁目駅

みるっく
ギャラリーオーガード

12月 1月 の展示

冬番組ビッグバンと冬の星座
宇宙の誕生にまつわる「ビッグバン」についてのお話と、都会でも見つけやすい星座であるオリオ
ン座のお話を投影します。
投影日： 12月21日（日）・23日（火祝）、

平成27年1月10日（土）・11日（日）・18日（日）・24日（土）・31日（土）、
2月14日（土）・22日（日）・28日（土）、3月1日（日）

時間： 1回目10:30～　2回目13:30～　
3回目14:50～（投影時間は各約50分）
※開場は各回投影開始の30分前　

定員：150名（当日先着順・全席自由)
料金：300円(中学生以下無料)
購入： 観覧券は投影開始30分前から会場受付で販売

※途中入退場不可

地域で活動する方募集！
日本語ボランティア研修会
ボランティア活動に役立つ教材の著者による講演のほか、ボランティア同士の情報交換と交流、日
本語教材の即売もあります。これから日本語ボランティア活動を始めたい方の参加も歓迎します！
日時：平成27年2月7日（土）13:30～16:55　
会場：新宿文化センター　小ホール(新宿6-14-1）
講師：『日本語初級　大地』 山崎佳子

『どんなときどう使う日本語語彙学習辞典』 安藤栄里子／惠谷容子
『Teach Japanese』 河野俊之

対象： 日本語ボランティアとして活動中の方。またはこれ
から日本語ボランティアとして活動に参加したい方。

定員：200名（先着順）　協力：(株)アルク、(株)スリーエーネットワーク、(株)凡人社
申込み： 郵便はがき(52円)・FAX・Eメールのいずれかで記載例(2面)のほかグループで活動の

方は「グループ名」を必ず明記のうえ新宿文化センターへ。 
Fax 03-3350-4839へ　 bunka@regasu-shinjuku.or.jp

問合せ： 新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

新宿で写真を撮ること
写真家･迫

さ こ

川
か わ

尚
な お

子
こ

の新宿風景
新宿の街を撮り続け、写真集『日

ひ
計
ばか

り』『新宿ダンボール村』など
話題作品を発表している講師が、新宿と写真の魅力を語ります。
日時：平成27年1月17日(土)　14:00～16:00
会場：新宿歴史博物館 2階講堂（三栄町22）
講師：迫川尚子(写真家）　定員：60名(多数抽選）
料金：500円
申込み： 平成27年1月4日（日）必着。往復はがきに記載例(2面)

のほか、新宿歴史博物館メンバーズ倶楽部会員の方は
必ず会員番号（⑦として）を記入して、新宿歴史博物館へ。 
※はがき1枚につき2名まで

担当学芸員による展示解説
日時：会期中 毎週土曜日　13:00～13:30
会場： 新宿歴史博物館 地下1階企画展示室
申込み：直接ご来場ください。

ギャラリートーク 無料無料

新宿歴史博物館 所蔵資料展

新宿・昭和50-60年代
―〈昭和〉の終わりの新宿風景

Web

関連講演会

写真展
無料無料 特別公開   西新宿定点撮影

脈動する
超高層都市
激変記録45年
昭和40年代以降、急激に変貌した西新宿の
都市景観。 この変化を追い、 昭和44年
(1969)から定点での写真撮影が続けられて
いることをご存知ですか？
今回の写真展では、この定点写真をもとに制
作された貴重映像を会場内で特別公開します。

“45年分の凝縮体験”をこの機会にぜひ！ 
制作・協力：
株式会社中西元男事務所《PAOS》

上：1975年4月30日/
下：1989年7月3日 ⓒPAOS

mailto:bunka@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:bunka@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/


4

お知らせお知らせ 問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

（（12月末〜1月休館日のお知らせ））
�新宿コズミックセンター　29日（月）〜1月3日(土)・13日（火）／大久保スポーツプラザ　29日（月）〜1月3日(土)・19日（月）／新宿歴史博物館　26日（金）〜1月3日(土)・13日（火）・
26日（月）／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉　29日（月）〜1月3日(土) ・12日（月祝）〈戸山･北新宿〉　29日（月）〜1月3日(土)・26日（月）／新宿文化センター　29日（月）〜1月 
3日(土)・13日（火）／佐伯祐三アトリエ記念館･中村彝アトリエ記念館　29日（月）〜1月3日(土)・5日（月）・13日（火）・19日（月）・26日（月）／林芙美子記念館　〜2月16日(月)

書の展 絵画展

短歌展

俳句展

川柳展

写真展

新宿コズミックセンター

外壁・屋上工事の
お知らせ

平成27年
3月27日まで

工事により入口や駐輪場が
制限され、資材置き場がで
き、工事作業員が立ち入り
ます。また、音や振動が発
生しています。
施設ご利用の皆さま、近隣
の皆さまにはご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解ご
協力をお願いいたします。
問合せ：施設課
Tel 03-3232-7701

12月の臨時休館と年末年始休館のお知らせ
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

施設名 臨時および定期休館
12月 1月

問合せ26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

新宿コズミックセンター

年末年始休館
通
常
開
館

Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター大久保スポーツプラザ

屋外スポーツ施設

新宿スポーツセンター 12月22日(月) Tel 03-3232-0171
新宿スポーツセンター

新宿歴史博物館 12月22日（月） Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館佐伯祐三アトリエ記念館

中村彝アトリエ記念館 12月22日(月)

新宿文化センター Tel 03-3350-1141
新宿文化センターしんじゅく多文化共生プラザ 12月24日(水)

赤城生涯学習館
住吉町生涯学習館
西戸山生涯学習館 Tel 03-3232-5121

学習･スポーツ課戸山生涯学習館
北新宿生涯学習館 12月22日(月)

林芙美子記念館 ※地盤改良工事のため休館　
〜平成27年2月16日(月)

Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館

新宿区共催文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭

一 般 の 部
区長賞　橘川裕子
特　選　石川春陽、忠洋子
秀　作　久保美枝子、谷部俊子、久力翠月
佳　作　鈴木義信、廣川圭子、井口萬樹、和田泉翠
奨励賞　笠原多美子、池田明枝、白崎とく子、浅井光季
　　　　吉田草峯、花田希久子、中澤正子、櫻井みね
　　　　田畑流晃、山岸清江

小 ・ 中 学 生 の 部
区長賞　前田明日香、岡田愛子
金　賞　山﨑美吹、西脇茉侑、一丸紫、宮下璃子
銀　賞　今泉茉優、下山寧菜、滝川真白、寺町彩香音
　　　　能登桃子、青山愛
銅　賞　濱田安里子、中村日向子、加藤千優、野田和佳子
　　　　牧京香、大谷恭加、三塚愛美、山田頼
佳　作　大島栞、西村遥、六川雅英、石井萌、岩井冴樹
　　　　三宅楓子、山口翔子、松尾澄、伊東優花
　　　　大越綾音、小川日嘉里、金子奈央、新河愛太
　　　　西村莉緒、六川未夏、小川澄人、小林すもも
　　　　志村あかり、高澤りな、土屋亜希、中村陽世里
　　　　オールセン爾遠、坂元みやび、竹川杏奈
　　　　立原ゆうな、坪野真智、東山美藍、村上未季
　　　　山本彩乃、山本莉子、伊藤杏莉、木場琢人
　　　　寺沢希実、中澤彩乃、藤井哲生、藤岡愛叶
　　　　小畑結菜、松本智紗、薄井舞青、山口夏輝

優秀賞　笹秀樹、中嶋修、壺谷久恵、榊原宏治、小関昌子
　　　　石原ゆう次郎、山田孝一、猫沢八郎、山本麻子
　　　　石川重吉
奨励賞　荻原哲也、岸まどか、小松早苗、宮原清彦
　　　　羽根吉芳和、宮川幸子、美谷寛、内藤慶子
　　　　飯田節美、岩楯忠也

 
区長賞　髙橋和雄
特　選　早乙女美江子、近藤勝子、金子陽次郎
秀　逸　伊藤陽子、伊藤清和、島本一江、鴨川優子
　　　　近藤聖子

 
区長賞　岡崎寅雄
特　選　田中朋子、村田珠子、金子陽次郎
秀　逸　望月哲土、下村充子、中原素樹、藤城羊子
　　　　河合美衣子

 
区長賞　宮川令次
特　選　島田裕吉、表明子、落合秀美
秀　逸　鵜殿喜久子、藤城羊子、五十嵐英子
　　　　中村栄子、二見しづ子

 
区長賞　古川秀嗣
金　賞　大野勝高、青柳熊太郎
銀　賞　山下一志、四之宮𠀋夫、本間百合子
銅　賞　山上宗彦、吉田廣正、笠原章平、小林百合子
奨励賞　青木長二、矢島康二、髙田定男、大木照久
　　　　仁保敦子

生涯学習館
利用者懇談会の開催
日ごろ生涯学習館をご利用いただいている皆さまとの意見交換や、利用者相互
の親睦を深めるため、以下の日程で開催いたします。登録館以外の懇談会にも
参加可能です。ぜひご出席ください。(事前申し込み不要)

戸山生涯学習館
(戸山2-11-101)

平成27年2月3日（火）
14:00〜16:00 1階ホール

北新宿生涯学習館
(北新宿3-20-2)

平成27年2月5日（木）
10:00〜12:00 3階学習室A

赤城生涯学習館
(赤城元町1-3)

平成27年2月5日（木）
14:00〜16:00 2階レクリエーションホール

西戸山生涯学習館
(百人町4-7-1)

平成27年2月6日（金）
10:00〜12:00 2階視聴覚室

住吉町生涯学習館
(住吉町13-3)

平成27年2月6日（金）
14:00〜16:00 地下1階学習室A

平成26年度
都民生涯スポーツ大会 
結果報告
8月23日(土)から、都内各所で開催されました。新宿区
から12種目154名の選手が出場し、新宿区はダンスス
ポーツ競技で総合2位となりました。

第68回都民体育大会
夏季大会　ゴルフ競技会
結果報告
10月9日(木)に立川国際カントリー倶楽部で開催され、
新宿区は女子総合3位となり入賞を果たしました。

おめでとうございます

おめでとうございます

新宿区生涯学習フェスティバル
2014

受賞者
発表

おめでとうございます！！

区内で活動されている皆さま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、日ごろの文化・芸術・生涯学習活動の成果を発表する場です。
来年も、皆さまのご応募をお待ちしています。

有効期限が平成27年3月31日ま
での生涯学習館登録団体で、4月
以降も登録団体として活動する場
合は、有効期限内に、登録してい
る生涯学習館で更新手続きを行っ
てください。

団体登録更新
の手続き

表彰式（11月16日）　区長賞および絵画展優秀賞の皆さま

（いずれも敬称略）
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