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　平成22年4月1日、「㈶新宿区生涯学
習財団」と「㈶新宿文化・国際交流財
団」が機能統合するとともに、財団法人
から公益財団法人に移行し、『公益財
団法人新宿未来創造財団』が誕生いた
しました。
　新財団は、新たに観光事業も加えて総
合的にかつ一層効率的・効果的なサービ
スをご提供できるようになります。民による
公益の実現を目的とし、さまざまな地域活
動を総合的にコーディネートする役割を
果たし、地域コミュニティにおける人々の
交流の活性化を目指してまいります。
　また、広報紙も刷新され、全ページカ
ラーで毎月5日と奇数月20日発行となり
ます。併せてホームページもリニューア
ルし、充実した情報をわかりやすく発信
していくように努めていきます。
　今後とも新宿未来創造財団をご愛顧
賜りますようよろしくお願いいたします。

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。

新宿区立佐伯祐三
アトリエ記念館

開館時間  5月～ 9月：10時～ 16時30分
 　10月～ 4月：10時～ 16時
休 館 日月曜日（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）
交通案内 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 せ佐伯祐三アトリエ記念館（中落合2-4-21）
 　※4月27日（火）までは区地域文化部文化観光国際課
 　　文化資源係　☎5273-3563
 　　4月28日（水）以降は☎5988-0091

 区立佐伯公園内にある佐伯祐三のアトリエが、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、今まで入ることのできなかったアトリエ内部などが公開されます。
 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。詳細は「広報
しんじゅく」4月25日号でお知らせします。

　毎年恒例、真夏の新宿の風物詩となった「新宿
エイサーまつり」。今年もこのお祭りと一緒に心地良
い沖縄音楽に酔いしれませんか。沖縄民謡の第一
人者、古謝美佐子を中心に、琉球の“風”を運んでく
れます。あなたも新宿文化センターにめんそ～れ!

佐伯祐三アトリエ

日　時 7月31日（土）　15時30分開演
会　場 新宿文化センター　大ホール
出　演 古
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哉（演出・構成）ほか
入場料 一般3,500円、区民割引3,000円（新宿文化センターにて取扱い）
 ※区民割引は購入時に、住所のわかるものをご持参ください
購　入 発売初日は、新宿文化センター 1階案内所窓口販売限定（9時～ 19時）。翌日

からは、電話予約可。主催公演入場券の購入方法（8面）参照
共　催 新宿区　連　携 新宿エイサーまつり実行委員会
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

4月28日
（水）オープン！ フェスティバル

沖縄音楽
無料

4月8日発売開始！

誕生 場　　所〒169-0072新宿区大久保3-1-2
    新宿コズミックセンター1階
基本財産 5億円
財政規模 支出合計約24億円
    （平成22年度予算規模）
出 捐 者新宿区
理 事 長 中山弘子

生涯学習・スポーツに関する講座・イベント、
プラネタリウム・生涯学習館の管理運営

●学習・スポーツ課
大久保3-1-2　新宿コズミックセンター内
☎3232-5121　FAX 3209-1833

学校施設活用、地域との連携強化など
の事業、放課後子どもひろば

●子ども・地域課
大久保3-1-2　新宿コズミックセンター内
☎3232-5122　 FAX 3209-1833

地域の歴史の記録保存・普及啓発、新宿歴史博物館・
林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営

●学芸課
三栄町22　新宿歴史博物館内
☎3359-2131　 FAX 3359-5036

地域観光情報の発信、
地域観光案内など

●観光課
三栄町22　新宿歴史博物館内
☎3359-3729　 FAX 3359-5036

文化芸術の振興と地域の文化活動、新宿文化セ
ンターの管理運営、国際相互理解の促進、地域発
のイベント、友好都市との交流など

●文化交流課
新宿6-14-1　新宿文化センター内
☎3350-1141　 FAX 3350-4839
歌舞伎町2-44-1　ハイジア11階
しんじゅく多文化共生プラザ内
☎5291-5171　 FAX 5291-5172

新宿エイサー
まつり関連事業

子ども
地域

公益財団法人
新宿未来創造財団

学習
 スポーツ

文化
交流

施設

観光

財団の経営全般、新宿コズミックスポーツセンター、
大久保スポーツプラザ、野球場・庭球場、運動広場の管理運営

●経営課、施設課
大久保3-1-2　新宿コズミックセンター内
☎3232-7701　 FAX 3209-1833

歴史

古謝美佐子氏
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　4月28日の新宿区立佐伯祐三アト
リエ記念館開館を記念して、特別展
「佐伯祐三展　－下落合の風景－」を
開催しています。
　本展覧会では、日本とパリの絵画の歴史のな
かで苦悩した佐伯祐三を回顧し、新宿の風景を
描いた「下落合風景」13点を中心に、パリ時代の
作品も展示します。お見逃しなく ！

記
念
館
開
館
記
念

佐伯祐三アトリエ

新宿ミュージカル
講座受講生

佐伯祐三アトリエ記念館と
落合散策

募集
　江戸から富士山への参詣中起こった数々
の滑稽な失敗談。戯作者・仮

か な が き ろ ぶ ん

名書魯文の出
世作『滑稽富士詣』を読んでいきます。歌川芳
虎の挿画を楽しみながら、くずし字に馴れてい
きましょう。

　昨年、好評を博した連続講座。本年度も
新宿歴史博物館学芸員が、新宿の多彩な
歴史と文化を学ぶ力になります！！仕事帰りで
日中お忙しいという方も、 夜間コースなら受
講可能です！！

　江戸時代の日本最大の城郭である江戸城と
外堀について、文献史学、土木、都市学などの
研究成果をもとに、さまざまな角度から学びます。
①5月16日（日）「江戸城のはじまり」
　斎藤慎一氏（江戸東京博物館学芸員）
②5月23日（日）「近代鉄道敷設と江戸城外 
　堀」小野田滋氏（㈶鉄道総合技術研究所）
③5月30日（日）「江戸城内の儀礼」
　深井雅海氏（聖心女子大学教授）
④6月6日（日）「江戸城と江戸っ子」
　小沢詠美子氏（成城大学民俗学研究所
　研究員）
⑤6月13日（日）「史跡『江戸城外堀跡』の未
　来像」　窪田亜矢氏（東京大学都市工学科
　准教授）　いずれも10時～12時

　柳田國男の名著「遠野物語」が誕生して
今年で100年。今年、新宿歴史博物館では

「遠野物語」百年を記念するシンポジウムや
講座を開催します。第一弾は毎日新聞日曜版
で連載された「聖地日和」の中から、「遠野物
語」のふるさと・遠野の写真を紹介します。

日 5月8日～6月5日の土曜日　14時～16時場新宿
歴史博物館定 60名（多数抽選）料 全5回 2,000円
講龍澤潤氏（東洋大学講師）申 4月20日（火）必着。
往復はがきに記載例（8面）のとおり記入し
て、新宿歴史博物館へ　※はがき1枚につき1名

場新宿歴史博物館定各60名（多数抽選）料全5回
2,000円　※1回単位の受講の場合は1回500円
申 4月28日（水）必着。往復はがきに記載例（８面）
のほか希望講座名を記入し、新宿歴史博物館へ　
※はがき1枚で複数回申し込むことができます。
ただし1枚につき1名。演題は未定です

場 新宿歴史博物館定各30名（多数抽選）料 全
6回　3,000円申 4月26日（月）必着。往復はがき
に記載例（8面）のほか希望のコースを記入し、新宿歴
史博物館へ

日開催中場新宿歴史博物館協毎日新聞社学芸部

古文書講座初級編
くずし字になれよう～江戸の

物見遊山『滑
こ っ け い ふ じ も う で

稽富士詣』を読む～

連続講座
学芸員とまなぶ新宿の歴史

江戸城講座

遠野物語　百年記念写真展

　江戸切絵図を片手に、 江戸の面影を残す寺
社や古道をめぐってみませんか。なお、毎回好評
を博している博物館史跡ガイドボランティアが、
文化財だけでなく江戸切絵図の見方もふまえた
まちあるきにご案内いたします。

泳力別のグループに分かれて練習します。

　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 4月29日（木・祝）　9時30分～12時30分（集合：
新宿歴史博物館）見学地（予定） 長善寺→田宮
稲荷神社→日宗寺→須賀神社→勝興寺→戒行寺
→宗福寺→真成院→愛染院→西念寺定 80名（多
数抽選）料 400円（資料代含）講新宿歴史博物館史
跡ガイドボランティア申 4月19日（月）必着。往復は
がきに記載例（8面）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

日5月8日～6月26日の土曜日　13時50分～15時場
コズミックセンタープール対 区内在住・ 在学の小
学生　70名（多数抽選）料 全8回　7,000円（保険料

日4月25日（日）　5時45分　※新宿駅西口ほか早稲
田大学近辺など、区内各所集合 場 茨城県霞ケ浦周
辺※雨天決行・強風荒天中止 対区内在住・在勤・在

第1回歴史・文化探訪
古地図でめぐる　寺町・四谷

歴　史

スポーツ

夏が来る前に、およげるようになろう！
小学生短期水泳教室

　5月22日（土）～7月4日（日）に神楽坂周辺
に在住した尾崎紅葉ら文学者の展示を行い
ます。詳細は次号に掲載します。
関連イベント 所蔵資料展関連講座　
①「神楽坂をめぐる作家たち」
　講師 ： 井上明久（作家）
②「神楽坂ホン書き旅館の半世紀」
　講師 ： 黒川鍾信（作家）

日 ①５月15日（土）②５月
22日（土）いずれも10～12
時場 新宿歴史博物館 定
60名料 各回400円（多数
抽選）申4月30日（金）必
着。往復はがきに記載例（8
面）のほか希望講座名を記
入し、 新宿歴史
博物館へ

新宿歴史博物館　所蔵資料展
牛込神楽坂の文士たち

泳力表（グループ分けの基準になります）

①顔を水につけて5秒息をこらえることができる

②浮いて進むことができる

③面クロール（息つぎをしないクロール）で8ｍ泳げる

④クロールで15ｍ泳げる（息つぎができる）

⑤クロールで25ｍ泳げる

⑥平泳ぎ・クロールで25ｍ以上泳げる

⑦3種目　25ｍ以上泳げる

日　　時 5月9日（日）まで　9時30分～17時30分（入館は17時まで）
 　※4月12日（月）・26日（月）は休館
夜間開館 4月9日（金）・16日（金）・23日（金）・30日（金）、
 　 5月1日（土）・2日（日）・3日（月・祝）・4日（火・祝）
 　 8日（土）は20時まで（入館は19時30分まで）
会　　場 新宿歴史博物館
入 場 料一般300円（常設展とのセット券は500円）、
 　 団体割引20名以上で1名150円、
 　 中学生以下無料
主　　催 公益財団法人新宿未来創造財団
共　　催 新宿区、新宿区教育委員会

日　　時 5月8日（土）　9時30分～12時
予定見学地 林芙美子記念館→佐伯祐三描画ポイント→
 　　 金山平三旧居跡→佐伯祐三アトリエ記念館
参 加 料 400円（資料代・林芙美子記念館入館料含む）
定　　員 30名（多数抽選）
申 込 み 4月20日（火）必着。往復はがきに記載例（８面）のとおり

 　　 記入し、新宿歴史博物館へ

日　時 6月17日～ 10月17日の原則木曜日（22回程度予定）
18時～ 20時　※発表会前には火曜日に特練あり

発表会 10月17日（日）四谷区民ホールを予定　※前日にリ
ハーサル実施予定

会　場 新宿文化センター
講　師 本徳亜希子氏（「マンマ・ミーア」「クレイジー・

フォー・ユー」「ライオン・キング」などに出演）
対　象 小学4年生～高校生　50名（多数抽選、区内在住・

在学優先）
 なお若干名、ミュージカル経験のある24歳以下の

学生も募集します
受講料 全22回　高校生までは22,000円、24歳以下の学生

33,000円
 ※いずれも発表会を含む費用。参加料は数回にわ

けて徴収予定です
申込み 5月31日（月）必着。往復はがき、FAX 3209-1833

で記載例（8面）のほか、ダンスやお芝居の経験の有
無、ミュージカルでやってみたいこと、自分
の得意なことを記入し、子ども・地域課へ

「下落合風景」　新宿区（落合第一小学校）

　舞台を観てあこがれたあの
世界を体験しませんか。成果披
露の舞台発表会を目指して、思
いっきり自己表現しましょう。指導
にあたるのは、劇団四季で活躍
した俳優の皆さん。放課後の楽
しいクラブ活動として、初心者で
も熱意のある人を歓迎します。

　佐伯祐三が描いた「下落合風
景」の描画ポイントを辿りながら、
落合を散策します。

昼間コース
14時〜

15時30分

夜間コース
18時30分〜

20時
演題（予定） 講　師

5月17日
（月）

5月21日
（金）

町名から考える新
宿の歴史①武士と
町人の町

副館長

6月21日
（月）

6月25日
（金）

町名から考える新宿
の歴史②近郊農村 副館長

7月19日
（月・祝）

7月23日
（金）

大老　酒井忠勝に
ついて 学芸員

9月20日
（月・祝）

9月24日
（金） 新宿と文学 学芸員

10月18日
（月）

10月22日
（金）

新宿ゆかりの画家
たち 学芸員

11月15日
（月）

11月19日
（金）

新宿の中世供養塔
“板碑”について 学芸員

特別展

尾崎紅葉

区民フナ釣り大会

初級卓球教室5月コース！

日 5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分場コズミックセンター対区
内在住･在勤の方　各クラス10名（多数抽選）料
全4回　2,000円 当選 返信はがき送付、4月22日

（木）財団窓口へ掲示　※電話での問い合わせは
ご遠慮ください協区卓球連盟 申 4月18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人1応募のみ。
返信希望の場合、必ず往復はがきで申し込み

学の方　50名　※中学生以下は成人の同伴必要料
大人4,500円、中学生以下3,500円（往復バス代、保
険料など含む）※当日集金。えさは各自で用意。貸し竿
希望者は事前に要連絡 申 4月16日（金）必着。電話、
FAXで区釣魚会連盟　福本へ 問 区釣魚会連盟福
本　☎3203-6516・ FAX 3203-6506

人
集
ま
れ
〜

ミュージカルに興味のある

れきはくギャラリー1階エントランスにて
「佐伯祐三ゆかりの新宿の画家」を紹介しています
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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。

世界史に残るアイスランドの
功績バイキングの世界
　「火と氷の島」アイスランド。アイスランド観光
文化研究所所長をお迎えし、アイスランドやバイ
キングについてお聞きします。その世界や歴史な
ど興味深いアイスランドを皆さんも学んでみませ
んか？

　新宿区日本語教室をはじめとするボランティア
日本語教室に参加する意欲のある方、ぜひこの
講座を受講して活動の輪に加わってください。

　日頃から考えているテーマについてあなたの
価値観や視点を日本語で発表してみませんか？
日本語スピーチコンテストの出場者募集！！

世界のエイズを考える／命を守るために～
国際協力を通じて学ぶ～
　エイズの基礎知識と現状、今後の課題を学び
ます。国際協力を通じて支援方法を紹介します。

デンマーク・住みやすい社会福祉国家
　元デンマーク大使館参事官をお迎えし、社会
福祉国家としてのデンマークをお話しいただきま
す。ノーマライゼーションや児童福祉、教育・高齢
者福祉について学びます。

日4月16日（金）　14時～ 16時 場しんじゅく多文
化共生プラザ 講アイスランド観光文化研究所所長
定 40名料200円 申4月8日（木）必着。電話、FAX
5291-5172、Eメール、郵送で記載例（8面）のと
おり記入し、文化交流課まで。抽選の結果は4月13
日（火）までにお知らせします

日4月23日（金）～ 7月5日（月）の毎週月曜日・金曜
日　10時～ 12時　※6月28日（月）を除く場新宿
文化センター 4階　第1会議室講社団法人国際日
本語普及協会（AJALT）所属教師 対 講座終了後、新
宿区日本語教室をはじめとするボランティア日本
語教室で活動する意欲がある方で、原則として全回
出席可能な方　30名 料 全20回　10,000円 申電
話、FAX 5291-5172、Eメール、郵送で記載例（8面）
のとおり記入し、文化交流課へ

日6月12日（土）　12時30分～16時30分場 新宿文
化センター　小ホール 対区内在住・在勤・在学の
母語が日本語以外で、在日期間が２年以内の方。過
去出場経験のある方は、本回を含めて2回までの出
場可能（入賞経験のある方は出場不可）定 15名程
度（応募者多数の場合は事前審査にて選定）申 5月
7日（金）必着。募集要綱および出場申込書（しんじゅ
く多文化共生プラザ、区文化観光国際課、各大学、
各図書館、コズミックセンター、スポーツセンター、
生涯学習館などで配付）にて詳細をご確認ください

日 4月21日（水）　14時～ 16時講認定特定非営利
活動法人シェア場しんじゅく多文化共生プラザ対
大学生以上　40名（多数抽選）料 200円申 4月8日

（木）必着。電話、FAX 5291-5172、Eメール、郵送
で記載例（8面）のとおり記入し、文化交流課まで。
抽選の結果は4月13日（火）までにお知らせします連
認定特定非営利活動法人シェア（国際保健協力市民
の会）

日4月27日（火）　18時～ 20時 場しんじゅく多文
化共生プラザ講元デンマーク大使館参事官定 40
名（多数抽選）料200円申 4月15日（木）必着。電話、
FAX 5291-5172、Eメール、郵送で記載例（8面）の
とおり記入し、文化交流課まで。抽選の結果は4月
20日（火）までにお知らせします

文　化

交　流

国際理解講座
外国文化紹介シリーズ

日本語スピーチコンテスト
「しゃべれおん’10」

出場者募集

日本語ボランティア養成講座
受講者募集

日 5月15日（土）　12時開演 場新宿文化センター
料 前売り3,000円、当日3,500円、区民割引
2,500円（コズミックセンター、新宿歴史博物館、
新宿文化センターにて取扱い）※区民割引は購
入時に、住所のわかるものをご持参ください。高
校生以下無料主 新宿春の楽しいジャズ祭り実行
委員会共 新宿区問 文化交流課　☎3350-1141

　アマチュアバンドやジャズバンド、約90 団体が熱演を
披露します。ゴスペルあり踊りあり。新緑の季節に楽しく
JAZZのリズムに包まれてみませんか。

　事前申し込み不要、自由に参加できる通年実施のスポーツ教室です。
※スポーツ安全保険などは各自ご加入をお願いします

　事前申し込み制、短期間の定期スポーツ教室です。
※卓球、弓道、少林寺拳法、ローラースケート体験教室や陸上教室、歩
　き方講座を実施していく予定です。随時『Oh!レガス新宿ニュース』で
　お知らせいたします。ご期待ください！

　6月より火曜日夜の教室は、ソフトバレーボール教室にリニュー
アル予定です ！ やわらかなボールを使用しますので、初心者の方

でも気軽にご参加ください！水曜午前のネットは今までとおり家庭婦人の高さです。お一人で
も、グループでも参加可能です。

　障害のある方、リハビリ目的の方、障がい者と関わるボラン
ティアの方向けの施設開放です。

　ラケットとシャトルの貸し出しあり。初めてでもすぐに参加できます。

　障害のある方にプールを楽しんでいただき、ご家族・介助者には
プールでの介助方法を指導します。
※初回利用時にプール受付けで登録が必要

日 火曜日　19時～ 21時45分、水曜日　9時～ 12時協 区バレーボール連盟

日 第1･3火曜日　9時30分～ 12時（6面）　第2･4水曜日　19時～ 21時（6面）　4月28日（水）、6月23
日（水）　16時30分～ 18時30分（2 ～ 3面）協 区バドミントン連盟

バレーボール教室

バドミントン教室

障がい者スポーツデー

ハンディキャップ
スイムデー（登録制）

場コズミックセンター大体育室 持 運動が出来る服装、室内用運動靴 料1回　
高校生以上400円、中学生以下100円

申 ①4月28日（水）必着。②5月9日（日）必着。往復はがきに記載例（8面）のほか、学校名・学年・身
長・体重を記入し、子ども・地域課へ。FAX受信可能がある場合はFAX 3209-1833で受付可。
応募多数の場合、区内在住・在学者および肥満度などで優先的に参加者を決定します

●水泳

●卓球、ショートテニス、ボッチャなど

日 火・木曜日（7月20日～ 8月24日は除く）16時30分～ 18時30分
場 プール持 水着、水泳帽、タオル、ゴーグルなど

日 水曜日　12時20分～ 15時20分場 大体育室持 運動が出来る服装、室内用運動靴

日 毎月第2・4日曜日（7月25日～ 9月12日を除く）　9時～ 11時 場 プール 持 水着、水泳帽、タオル･ゴー
グルなど

日 4月～平成23年3月（8月は休み）　30歳未満の方対象「青空クラブ」：第2・4日曜日、30歳以上の
方対象「仲良しクラブ」：第1・3日曜日　いずれも10時～ 15時場 新宿青年教室（旧淀橋第二中学校、
西新宿4-35-28）対15歳以上の知的障害のある方で①区内在住・在勤の方②区内特別支援学級を卒
業した方③愛の手帳をお持ちの方④ひとりで教室に通えて身の回りのことができる方　80名料 年間
15,000円（別途、実費は各自負担）申 4月14日（水）までに電話、FAX 3209-1833で学習・ス
ポーツ課へ。申し込み時に面接をさせていただきますので、ご予約ください

　新宿青年教室は知的障がいのある方に仲間と一緒に楽しく充実した休日を過ごしていただ
ける余暇活動支援教室です。スポーツやレクリエーションのほか、好きな絵を描いたり、簡単
な工作や調理をしたり、遠足や宿泊など、みんなで一緒に楽しい日曜日を過ごしませんか。

※そのほかの種目、団体でご利用の際は事前にご相談ください

　体重過多や運動が苦手な児童のための年間スポーツプログラムです。ゲーム性や遊びを取り入
れた内容で、体が自然と動き出します。違う学校・年齢の友だちが作れるのも特徴です。専属栄養
士による食生活アドバイスや親子料理教室も開催します。のびのびクラブで少しずつ…運動嫌い
の克服、がんばってみませんか。

　体育の「ちょっと苦手種目」を克服しよう ! 毎年大好評のなわとびチャレンジでは、参加者の半数
以上が二重跳びを跳べるようになっています ! ひとりで悩まず、みんなで楽しく練習しましょう。

運動プログラムで講師の補助をしながら、子どもと楽しく遊
んでくれるアシスタントスタッフを募集中です。運動系学科
やスポーツ好きな学生さんなど大歓迎 ！ お気軽にお問い合
わせください。
※交通費実費程度の支払いあり

アシスタントスタッフ募集

日 5月15日～平成23年3月19日の土曜日（月3回程度）　9時～ 10時45分場 コズミックセンターほか対
体重過多、もしくは運動が苦手な小学生　50名 料 全30回　6,000円

日 6月2日～ 7月21日の水曜日　16時30分～ 18時場 コズミックセンター対なわとびが苦手な小学生　
30名料 全8回　1,600円

土曜スキップ

新宿青年教室　平成22年度・新規受講生募集！

水曜チャレンジ

「体重が気になる子」「運動が苦手な子」集まれ！

知的障がいのある方の余暇活動支援

小学生なわとびチャレンジ

1

2

①八重桜と馬の馬事公苑へ　約10km
　桜の季節、馬事公苑を訪れます。

②白金の自然教育園へ　約8 km
　国立科学博物館付属自然教育園を目指して
ウォーキング ！

健康ウオーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

料 400円持運動しやすい服装（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 申当日会
場に直接集合　雨天決行協NPO法人区ウォー
キング協会

　区内で活動する民踊愛好家の皆さん、日頃の
練習成果を文化センター大ホールの大舞台で発
表しませんか？奮ってご参加ください！

　母語や母国の文化とは異なる日本での新た
な生活環境に適応するのに苦労する日本語を
母語としない子どもたち。 そんな子どもたちのた
めに日本語を教えたい方、ぜひこの講座に参加
して、ボランティアとして活躍しましょう ！演目1団体2曲（1曲5分以内）を演舞。2曲とも新

舞踊でも可とする対上記の演目を満たし、踊り手
が3名以上で、下記のいずれかに該当する団体①区
民踊連盟加盟団体②区内在住・在勤・在学者が
在籍する団体、または主に区内で活動する団体 料1
団体2,000円申 4月5日（月）～4月30日（金）までに、
所定の申込用紙（窓口で配布、HPからダウンロード
可）に記入し、参加料を添えて財団窓口（9時～17時）
へ日7月10日（土）　10時～ 16時30分（予定）場新
宿文化センター　大ホール 代表者会議 5月15日

（土）　13時～三光会館（大久保）※出席必須

区民総合体育大会
民踊大会　参加団体募集！

母語が日本語でない
子どもたちに日本語を教える

日本語の教え方講座
受講者募集

日 4月13日（火）　 9時集合～12時
終了予定 集合 上原公園（小田急線　
代々木上原駅　徒歩3分）解散 馬事公
苑内（東急田園都市線　桜新町駅　徒歩15分、小田
急線　経堂駅　徒歩20分） 問 NPO法人区ウオー
キング協会　☎090-3217-4109

日4月21日（水） 9時集合～ 12
時終了予定 集合 東京体育館前
広場（JR総武線　千駄ヶ谷駅、
都営大江戸線国立競技場前駅
　徒歩2分）解散 自然教育園前（都営三田線・東
京メトロ南北線　白金台駅　徒歩6分、JR山手線
　目黒駅　徒歩7分）問 学習・スポーツ課　☎
3232-5121　※ウォーキングコースとして、園内に
は入場しません

日5月12日（水）～7月14日（水）の水曜日（全10回）　
13時30分～ 16時場しんじゅく多文化共生プラザ
講 関口明子氏ほか社団法人国際日本語普及協会

（AJALT）所属教師 対 これからボランティア活動を
始めたい方で、原則として全回出席可能な方。講座
終了後、区内小・中学校での放課後日本語学習支
援事業などに参加できる方　25名申 FAX 5291-
5172、郵送で記載例（8面）のほか、参加したい理由
を記入し、文化交流課まで。※資格が取得
できる講座ではありません

無料

毎回大好評の

新宿文化センター

全館が会場の

ジャズ祭り！

含む）申 4月10日（土）必着。官製はがきに①小学生
短期水泳教室②受講者名（ふりがな） ③郵便番号・
住所④電話番号⑤学校名⑥新学年⑦泳力（泳力表の
該当番号）を記入し、〒169-8799新宿北郵便局留
新宿区水泳連盟宛にお申し込みください　※兄弟
で参加する場合は、兄弟姉妹である旨を書き添えて
別々のはがきでお申し込みください 問区水泳連盟
☎090-8568-1027（小学生短期水泳教室専用）

料1回　障がい者の
方100円、介助者1
名まで無料
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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

　生活全般にわたる豊富な知識と合理的なアド
バイスで幅広く活躍する、消費生活アドバイザー
阿部絢子氏を講師にお迎えし、家にあるものや便
利道具を使って、５分でできる片付け法や掃除テ
クニック、また迷わない捨て方、整理整頓術など
を学びます。実際の掃除道具での簡単実演も ！

　日本の食文化の基本であるお箸の歴史、
名前の由来、世界のお箸使用人口など、
お箸のいろはについて学び、講座後半から
は世界でたった一膳のオリジナルマイ箸を
作ります。ぜひ、親子やお友達と一緒にお
気軽にご参加ください。

日 4月24日（土）　10時～11時30分対 区内在住・
在勤の方先着50名講 消費生活アドバイザー阿
部絢子氏

日5月15日（土）　14時～16時 対 区内在住・在
勤の5歳以上の方　50名（多数抽選）料1,050
円（一膳・教材費）協 株式会社　兵左衛門

日4月10日（土）･18日（日）･24日（土）、5月4日（火･祝）･5日（水
･祝）各日10時30分･13時30分・14時50分開始 定先着150名
料 高校生以上300 円、中学生以下無料　※いずれも開演30分
前から8階にて受付

～家事名人が教える
簡単テクニック～ オリジナルお箸を作ろう！

目からウロコの快適に
暮らす掃除・整頓術1 お箸の知育教室2

無料

　撮影の楽しさを知る講座です。撮影会では、ポイントを聞い
たら、思いっきり自分の感性で撮影しましょう!知らない間にテク
ニックも磨かれます。※カメラ持参（カメラの種類は自由です）

写真撮影教室～季節の花や風景を撮る～

日 撮影会：5月1日・29日、7月3日の土曜日　14時～16時 ／講
評会：5月15日・6月19日、7月17日の土曜日　10時～12時場 戸山
生涯学習館（戸山2-11-101）対区内在住・ 在勤の方　24名料 全6回
3,000円　講 久米たかし氏（写真家）

住まう新宿を撮ろう
1

　年間を通して季節の花々を育て、大久保スポーツプラザの玄
関を飾る園芸講座。専門講師から、ハンギングや寄せ植えの作
り方を学ぶため、ガーデニングの知識が深まり、楽しさが広がり
ます（状況により苗の持ち帰り可）。※初回はオリエンテーション
と実習

レガスガーデニングクラブ

日 5月14日～平成23年2月14日の第2金曜日（8月、11月、2月は
第1金曜日）　10時～ 12時場大久保スポーツプラザ（大久保3-7-
42）対 区内在住・在勤の方優先（1年を通して水やりなどの花のお
世話ができる方）25名料 全10回　8,000円（初回に徴収）

男性も大歓迎！生涯のご趣味にどうぞ
2 　旅の思い出や、草花を描きたいという方に！色の重ね塗りや

細かいところも上手に描ける簡易な水彩色鉛筆を使って描く
体験講座です。

　“チャングム”でおなじみの韓国料理。東洋医学や漢方の考え
をもとに、身近な食材で気軽に取り入れられるレシピを学びます。

初めてでも大丈夫！水彩色鉛筆画講座

薬膳料理教室～漢方・薬草の仕組みを知っ
て体の中から健康になろう～

日5月13日・27日、6月3日の木
曜日　13時～15時 場 新宿歴史博
物館対区内在住・在勤・在学の
方　60名料全3回　3,000円（画
材費込み）講 西村真紀氏（画家）

日 5月12日（水）　10時～14時 場 北新宿生涯学習館（北新宿3-20-
2）対区内在住・在勤・在学の方　24名 料2,000円講 申英秀氏

まずは体験講座から楽しんでみましょう

ためして納得 ！ 健康料理教室

4
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日 5月29日（土）　13時30分開場　14時開演料 一席1,500円
※未就学児入場不可

演奏 HAHA　歌　金伸枝、ピアノ　星美登里 日 4月25日（日）13
時30分開場　14時開演 料一席1,500円　※未就学児入場可能

　ボンゴ、マリンバ、ジャンベ（羊の皮）などのアフリカ打楽器に
よる躍動感あふれるコンサート。この機会にアフリカ音楽を思
う存分堪能してみませんか。

①桜満開♪子育てする母へのエールコンサート

②打楽器Duoコンサート〜躍動する音とリズム〜

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

申 ①4月22日（木）必着。②③④5月6日（木）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（8面）
のほか希望のコースを記入し、学習・スポーツ課へ

定 ①②先着140名申4月5日（月）より入場チケット発売（①は発売
中）。土日含む毎日9時～ 21時まで、電話で学習・スポーツ課へ
予約または財団窓口にて直接チケットを購入してください。電
話予約の方は、1週間以内に財団窓口で参加料をお支払いくださ
い。期日を過ぎた場合キャンセルとなります

春の星座と動いている大陸
　20 世紀前半、ウェゲナーは大陸が地球表面上を移動して
いると唱えます。ウェゲナーはどんなことから｢大陸移動説｣ を
思いつき、証明しようとしたのでしょうか。
　優しく輝く春の星座と｢おおいぬ座｣のお話もお楽しみに。

星空コンサート  4月･5月コンサート
　4月は子育て世代のお母さんに向けた応援ポップソングデュ
オが登場します。悩みやストレスを吹き飛ばす伸びやかで美し
い歌とピアノの音色をお楽しみください。
　5月は星空コンサート初、アフリカ打楽器トリオが登場!どちら
のコンサートも季節の星空解説が合わせてお楽しみいただけ
ます。皆さまお誘い合わせのうえご来場ください。

場コズミックセンター申①のみ
先着順、電話申し込み可②4月
27日（火）必着。受信可能なFAX
がある場合は FAX 3209-1833
で記載例（8面）のとおり記入し、学
習・スポーツ課へ。②のみ往
復はがきでも申し込み可

※日程・内容につきましては、今後変更になる場合がございます

　大小あわせて5,061本のパイプを内蔵したフランス製
大オルガン。バッハの時代から現代までのさまざまな音
楽に対応できる、わが国でも屈指の名器です。この楽器
の王様に取り組む生徒を公募し、オーディションの結果
選ばれた10 名の区民プレーヤーが、1月から重ねてきた
レッスンの成果を披露します。フレッシュオルガニストの
演奏をお楽しみください。
日 5月1日（土 ）　14 時開演講 早島
万紀子氏、高橋博子氏（新宿文化セ
ンター専属オルガニスト）申 当日会
場へ直接お越しください

5月15日（土）　新宿春の楽しいジャズ祭り ！2010
主 新宿春の楽しいジャズ祭り実行委員会、新宿未来創造財団
共 新宿区

6月5日（土）　新宿区立合唱連盟創立30周年合唱祭
（大ホール）入場無料
※新宿区合唱連盟加盟団体（加盟46団体）による合同発表会
共同主催 区合唱連盟

7月22日（木）　赤ちゃんと一緒に楽しんじゃおう ！
「音楽のおもちゃ箱」（大ホール）
7月31日（土）　沖縄音楽フェスティバル （大ホール）
共同企画 新宿エイサーまつり実行委員会

9月10日（金）　区民演奏家コンサート
「守屋純子（ジャズ）」

9月17日（金）　「新宿文化寄席（落語会）」

10月9日（土）　新宿ユースブラス・フェスタ2010
（大ホール）
区内小中学校等吹奏楽団によるブラスの祭典

11月6日（土）　新宿文化センターまつり ！
（新宿文化センター全館）
12月4日（土）　フレッシュ名曲コンサート「第九演奏会」

（大ホール）
共同主催 公益財団法人東京都歴史文化財団東京文化会館
企画協力 東京オーケストラ事業協同組合

12月11日（土）　国際交流演奏会「チェコ少年合唱団」
（大ホール）

1月23日（日）　ファミリー音楽館メインコンサート
（大ホール）

１月28日（金）　新春名作狂言の会（大ホール）

3月12日（土）　区民参加事業「戦争レクイエム」

5月1日（土）第５期パイプオルガン
体験講座受講生修了演奏発表会（大ホール）

2010年

2011年

無料

　このほかにもパイプオルガン体験講座（新宿文化センター専
属オルガニストによるレッスン）、ランチタイムコンサート（昼休み
の30分間）、新宿モードファッションを開催調整しています。

　 多文化共生講座イベント情報 다문화 공생강좌ㆍ이벤트 정보

　日本語を学びたい、いろんな国の人と交流
したい、困っていること・悩んでいることを相談
したいなど、多文化共生に関する情報は下記
ホームページをご覧ください。

　일본어를 배우고 싶다, 다양한 국가의 사람

들과 교류하고 싶다, 곤란하거나 걱정거리가 

있을 때 상담하고 싶다 등 다문화 공생에 관한 

정보는 아래 홈페이지를 참조해 주십시오.

現在募集中の講座・イベントなど
◦新宿区日本語教室（４～７月）
◦親子日本語教室（５～７月）
◦国際交流サロン
◦外国人相談窓口（日本語、英語、中国語、韓国語、

タイ語、ミャンマー語）
◦プラザニュース外国人ボランティア編集スタッフ

日本語
http://www.regasu-shinjuku.or.jp

　

현재 모집 중인 강좌ㆍ이벤트 등

◦신주쿠구 일본어 교실(4~7월)

◦부모와 자녀가 함께하는 일본어 교실(5~7월)

◦국제교류살롱

◦외국인 상담창구

  (일본어, 영어, 중국어, 한국어, 태국어, 미얀마어)

●플라자 뉴스 외국인 자원봉사자 편집 스태프

한국어
http://www.regasu-shinjuku.or.jp

作品例

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 (April 

through July)
◦Family Japanese-Language Class 
　(May through July)
◦International Exchange Salon
◦Foreign Resident Advisory Corner
  (Japanese, English, Chinese, Korean, Thai, 

andMyanmarese)
◦Foreign Resident Volunteers for the Editorial 

Staff of Plaza News

English
http://www.regasu-shinjuku.or.jp
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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。

会　場 コズミックセンター、新宿歴史博物館ほか　
対　象 区内在住・在学の小学3年～6年生　50名
費　用 全20回　4,000円
 （マラソン参加費・材料費別途7,000円程度）
申込み 4月26日（月）必着。往復はがきに記載例（8面）の
 ほか、学校名・学年を記入し、子ども・地域課へ
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

　年間20回の楽しいプログラムを通して、子どもの成長と交流を応援します。たくさんの
ご応募をお待ちしております。
※写真は平成21年度の活動の様子です

日　程 プログラム 会　場

5月 9日（日） オリエンテーション
運動会に向けて、かけっこが速くなろう①

コズミックセンター5月16日（日） 運動会に向けて、かけっこが速くなろう②

5月23日（日） 運動会に向けて、かけっこが速くなろう③

6月20日（日） 落合散策～記念館・佐伯アトリエ～ 佐伯祐三アトリエ記念館

6月27日（日） レクリエーション①
コズミックセンター

7月 4日（日） レクリエーション②

7月30日（金） お札と切手の博物館体験プログラム お札と切手の博物館

8月 5日（木） 大きな作品をつくろう①　
四谷ひろば内
CCAAアートプラザ8月 6日（金） 大きな作品をつくろう②　

8月 7日（土） 大きな作品をつくろう③　

9月12日（日） ｢小浜藩酒井家下屋敷｣関連プログラム 新宿歴史博物館

10月11日（月･祝） スポレクに参加しよう！ コズミックセンター

10月17日（日） 四谷文化ネット関連～おもちゃ美術館～ おもちゃ美術館

11月21日（日） 映画上映会 新宿歴史博物館

12月 5日（日） 料理たいけん 北新宿生涯学習館

1月16日（日） 新宿シティハーフマラソン･区民健康マラソン
2kmの部に参加しよう！（練習） コズミックセンター

1月30日（日） 新宿シティハーフマラソン･区民健康マラソン
2kmの部に参加しよう！ 国立競技場

2月13日（日） 昔のおもちゃ遊び～上毛カルタなど～ 新宿歴史博物館

2月27日（日） レクリエーション③
コズミックセンター

3月 6日（日） レクリエーションと閉講式

　子どもたちがのびのびと安心して遊べる場所が少ない今、放課後、子ども
たちが安全に過ごせる居場所を確保することが求められています。「子どもひ
ろば 」は、普段通い慣れた学校を利用して、楽しく、健康的な放課後が過ご
せるようにと設置された遊びと学びの場です。平成19 年度より3 年間で区内
18の小学校に開設され、現在約3,300名の児童が登録しています。本年度
春には、新たに6校のひろばが設置され、財団では新校・既存校あわせて21
校の運営を受託し、運営します。

実施校 津久戸小・江戸川小・市谷小・愛日小・鶴巻小・牛込仲之小・四谷小・大久保小・天神小・戸山小・
戸塚第一小・戸塚第二小・落合第二小・落合第四小・落合第六小・柏木小（以上財団受託）富久小・四
谷第六小

平成22年度開始校  早稲田小・余丁町小・落合第三小・落合第五小・淀橋第四小（以上財団受託）戸塚第三小
 ※富久小・四谷第六小・戸塚第三小の詳細については、区子ども家庭部子どもサービス課
　 　☎5273-4544へお問い合わせください
日　時 月曜日～金曜日の平日（長期休業中なども実施）
 放課後開始～最長18時まで（終了時間は季節や学校により異なります）、長期休業中は10時より
対　象 区内在住か区立小学校在学の児童であれば、どの学校のひろばも利用できます。お近くの学校の子

どもひろばをぜひご利用ください。通学している学校以外もOK！
費　用 年額保険料200円。ご利用の際は保護者による年度ごとの登録が必要です。各子どもひろば・コズミッ

クセンターにてご登録いただけます
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

　ひろばでは、子どもたちの健やかな成長のため、放課後や長期休業中の遊
びや学びを熱意をもって見守っていただける方を募集しています。主な仕事は
活動中の児童の安全管理で、時給900円です。
　また、ひろばでは、多くのボランティアの方々に運営協力をお願いしていま
す。編み物やビーズを教えてくれる保護者の方をはじめ、読み聞かせをしてく
れる地域の団体や、夏休みには中学生や高校生の体験ボランティアなど幅広
い年代の方々を募集しています。
　子どもたちの安全で楽しい時間をつくるために、お手伝いをしていただけ
ませんか。ボランティアへの登録は随時受け付けています。
※詳細は子ども・地域課へお問い合わせください

　活動室では宿題、折り紙、ドミノ、レゴ、校庭や体育館では野
球、サッカー、一輪車、キックベースなどそれぞれ夢中になって
取り組んでいます。将棋教室やドッヂビー教室、地域スポーツ・
文化事業協議会など地域の方の力を借りたプログラムなども実
施しています。違う学年の子どもたちとも触れあえる、いい機会
になっています。

　子どもひろばには、管理責任者をはじめ、活動を見守るスタッ
フがいます。しかし子どもたちをお預かりする「保育」ではありま
せん。公園や図書館と同じように自由に来たり帰ったりすること
ができます。学校からそのまま参加する場合も、一旦家に帰る場
合も、子どもたちは保護者と帰る時間を約束してひろばに来ます。

　活動の場は活動室と校庭が中心です。異学年の友達と遊びなが
ら身体能力・コミュニケーション力を育てる“遊びの場”。友達と
一緒に宿題をしたり、ゲームや読書など室内活動をする “学びの
場”。それぞれにスタッフがついて子どもたちの活動を見守ってい
ます。

※時間はいずれも午前中、2時間程度。ただし、スポレク・料理については午後にかかります

料理たいけん

愛日小　折り紙飛行機づくり

マラソン練習

ものづくりたいけん

レクリエーション　7人8脚

安 全 で 楽 し い 放 課 後 の 居 場 所

 

落合第二小　走り方教室
江戸川小　ドッヂビー教室

天神小　立体工作

牛込仲之小　将棋教室

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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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

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

▶9時30分～10時30分
楽々足腰健康体操 第１武道場〈定員：50名〉

足腰の筋力をつけたい方、疲れやすい方、介護予防にも最適です。

コンディショニングストレッチ 第2武道場〈定員：50名〉
内臓脂肪やメタボが気になる方、スポーツ競技をしている方にお勧め
です。

▶9時30分～10時30分
ピラティス 多目的室〈定員：35名〉

ピラティスは普段あまり使っていない身体の内側の筋肉を動かし、骨格
を調整･安定させる運動です。

▶12時30分～13時20分
ラテン･コアダンス 小体育室〈定員：70名〉
初心者でもＯＫ！楽しみながらラテンのリズムでシェイプアップ！ウエス
ト周りを引き締め、腰痛予防にもなります。　※室内用運動靴持参

▶10時50分～11時40分
産後ボディメイク 多目的室

〈定員：30名　対象:産後２カ月～２年未満の方〉
産後のボディをギュッと引き締め、健康的に元の体型に戻しましょう。
※生後２カ月～満１歳未満の乳児同伴可

親子３Ｂ体操２～３歳コース 多目的広場
〈定員：30名　対象：2～3歳の幼児とその保護者〉
年齢や成長に合わせたリズム遊びで、親子やお友だちと楽しみながら
運動します。

▶9時30分～10時30分
★気功太極拳 第2武道場〈定員：50名〉

太極拳の流麗な動きに合わせ、しなやかな身体を作りましょう。
協力：紫丹太極研究所

★ヨーガ 小体育室〈定員：70名〉
自然な呼吸法とポーズを楽しみ、心と体をリラックス。

▶9時30分～10時15分
★水中ゆっくりウォーキング プール〈定員：40名〉

水の浮力で、足腰に負担をかけずに全身運動ができます。
※水着、水泳帽持参。ゴーグル使用は自由

▶10時50分～11時50分
★エアロビクス 小体育室〈定員：70名〉

楽しく踊りながら運動不足を解消して、メタボ対策･予防をしましょう。
※室内用運動靴持参

▶14時10分～15時10分
★ヨーガ 多目的広場〈定員：30名〉

自然な呼吸法とポーズを楽しみ、心と体をリラックス。

▶9時30分～10時30分
★ヨーガ 第1武道場〈定員：50名〉

自然な呼吸法とポーズを楽しみ、心と体をリラックス。

★ボイストレーニング＆ストレッチ
第2武道場〈定員：50名〉
全身を使い発声することは健康法のひとつです。またカラオケのレベル
アップにも…

▶9時30分～10時30分
気功太極拳 多目的室〈定員：40名〉

太極拳の流麗な動きに合わせ、しなやかな身体を作りましょう。
協力：紫丹太極研究所

コンディショニングストレッチ 多目的広場〈定員：30名〉
内臓脂肪やメタボが気になる方、スポーツ競技をしている方にお勧めです。

▶19時～20時
リラクゼーションフラ 多目的室

〈定員：40名　対象：女性限定〉
一日の終わりに、ゆるやかなハワイアン音楽にあわせ、フラで癒しのひと
時はいかがですか？

エアロビクス 多目的広場〈定員：30名〉
楽しく踊りながら、運動不足を解消して、メタボ対策･予防をしましょう。
※室内用運動靴持参

▶11時45分～12時30分
★アクア･ヨーガ プール〈定員：40名〉

ヨーガの呼吸法と水の浮力で、リラックス＆リフレッシュ！
※水着、水泳帽持参。ゴーグル使用は自由

▶19時～19時50分
シェイプボクシング 多目的室〈定員：30名〉

ボクサーの機敏性、シェイプされた動きを追求した協栄ボクシングジム
認定講師があなたを燃焼させます。協力：㈱プロスタッフ･協栄
※室内用運動靴持参

アクアビクス プール〈定員：50名〉
水の抵抗で思った以上の運動効果があります。
※水着、水泳帽持参。ゴーグル使用は自由

▶13時40分～14時30分
24式太極拳 小体育室〈定員：70名〉

気功太極拳の基礎である24式を繰り返し行います。協力：紫丹太極研究所

アクアビクス＋ウォーキング プール〈定員：50名〉
水の浮力や抵抗を利用して、思った以上の運動効果が得られます。
※水着、水泳帽持参。ゴーグル使用は自由

▶10時50分～11時50分
ゆったり骨盤体操 第1武道場〈定員：50名〉

腰痛など体の悩みは、ゆがんだ骨盤が原因かもしれません。ゆっくりした
体操で悩みを軽減・予防。

ヒーリングフラ 第2武道場〈定員：70名  対象：女性〉
癒しの音楽にあわせて踊れば南国気分でリラックス！
※ダンス用スカートの着用は自由

▶9時45分～10時30分
親子３Ｂ体操１～ 2歳コース 多目的広場

〈定員：30名　対象：1～2歳の幼児とその保護者〉
音楽に合わせて親子でいろいろな運動を楽しみます。気楽にご参加ください。

▶9時45分～10時30分
★マタニティヨーガ 第１武道場

〈定員：40名　対象：妊娠16週以降の妊娠中の方〉
体調に合わせて気軽に参加できる講座です。
※医師、看護師、助産師の付き添いはありません

▶9時30分～10時30分
★ダンベル＆ストレッチ 小体育室〈定員：70名〉

楽しい音楽に合わせ、ステップ運動、ストレッチ運動も行います。
※無料貸出ダンベルあり（0.5kg､1kg、1.4kgの３種類）

▶10時50分～11時50分
★骨盤体操 第1武道場〈定員：50名　対象：女性限定〉

くしゃみがこわい、お腹のたるみが気になる…など女性の繊細な悩みを
解消し、明るく、はつらつと過ごしましょう。
※生後２カ月～満１歳未満の乳児同伴可

▶10時50分～11時50分
エアロビ健康体操 多目的室〈定員：30名〉

エアロビの経験がない方も無理なくご参加いただける講座です。
※室内用運動靴持参

▶10時50分～11時40分
シェイプボクシング 多目的室〈定員：30名〉

ボクサーの機敏性、シェイプされた動きを追求した協栄ボクシングジム
認定講師があなたを燃焼させます。協力：㈱プロスタッフ･協栄
※室内用運動靴持参

▶10時50分～11時40分
★産後ヨーガ 第2武道場

〈定員：40名　対象：産後2カ月～2年未満の方〉
ヨーガの呼吸法やポーズで産後のボディやメンタルバランスを整えましょう。
※生後２カ月～満１歳未満の乳児同伴可

▶10時50分～11時50分
★健康ストレッチ 第１武道場〈定員：50名〉

自分の体は自分でほぐす…。簡単で大切なポイントを毎回丁寧に指導します。

★ハワイアンフラ 小体育室
〈定員：70名　対象：女性限定〉
南国ハワイの優雅で美しいダンスを、表情豊かに踊ればリフレッシュ効
果も増大します。　※ダンス用スカートの着用は自由

▶10時35分～11時20分
★アクアビクス＋ウォーキング プール〈定員：50名〉

水の浮力や抵抗を利用して、思った以上の運動効果が得られます。
※水着、水泳帽持参。ゴーグル使用は自由

▶12時50分～13時50分
★バレエ･エクササイズ 多目的広場

〈定員：30名　対象：女性限定〉
バレエの洗練された動きを取り入れたエクササイズで、心と体を磨きましょう！

★パワーヨーガ 第2武道場〈定員：50名〉
運動量も多く、体が芯から温まってきます。気持ちのよい汗を流したい方
にお勧めです。

▶11時～11時50分
エアロビクス 小体育室〈定員：70名〉

楽しく踊りながら運動不足を解消して、メタボ対策・予防をしましょう。
※室内用運動靴持参

●いつからでも！何度でも！初めての方も安心のプログラム内容です。
※開講後の入場は、講座の進行および安全管理上の観点からご遠慮いただきます。
●1回400円！お得な回数券は6枚2,000円（有効期限1年／返金不可）
●託児サービス　★印のプログラムで実施
　生後6カ月からの未就学児対象、1名300円、1区分定員15名（先着順）
　参加当日8時30分～9時に、学習・スポーツ課に電話でお申し込みください。
●障がいのある方の介助者は無料です。障害者手帳を持参ください。
●「室内用運動靴」の表示のないものは、はだしか室内用運動靴で参加できます。

月～土曜日、全37講座。コズミックで気軽にスポーツ
しませんか？！受付は15分前より講座開始時間まで。
※全講座先着定員
会　場 コズミックセンター
持ち物 プール種目は水着と水泳帽を、表示のあるものは

室内用運動靴を必ずお持ちください 。
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

1回400円！申し込み不要レガス公開
スポーツレッスン

2010年4月～2011年3月

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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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。

区民プロデュース事業　受講生募集！

三栄町生涯学習館
入門初級中国語会話 中国語講習会
中国人女性講師と楽しく中国語会話を勉強しま
しょう。

①5月15日～8月7日の土曜日　入門13時～
15時　初級15時～17時　全10回　②15名
③全10,000円（ほか教材費1,500円）　④Ａ
ＢＣＤ　⑤4月30日（金）

はじめての小鼓 新宿小鼓の会
はじめてでも小鼓を楽しくわかりやすくお稽古でき
ます。

①5月13日・27日、6月3日の木曜日　18時30
分～19時30分　全3回　②20名（16歳以上
の方）③全5,000円　④Ａ　⑤4月25日（日）

三栄木曜コース 三栄きのえね会
日本人の心のルーツを探究しましょう。

①5月13日～2月24日の木曜日　13時30分
～15時40分　全20回　②45名（60歳以上
の方）③1回300円　④ＡＢ　⑤4月24日（土）

火曜日が楽しくなる教養講座 さつき会
文学、歴史、時事、金融、健康などの講座と史跡の見学。

①5月11日～2月15日の原則第1・3火曜日　
13時30分～15時30分　全20回　②30名

（概ね60歳以上の方）③1回300円　④ＡＢ
⑤4月26日（月）

赤城生涯学習館
囲碁教室 盤友囲碁クラブ
初めての方から上級者まで、 みんなで囲碁を楽し
もう！

①5月11日～7月13日の火曜日　13時～15時
全10回　②25名（5歳～大人）　③全5,000円
④ＡＢＣ　⑤4月27日（火）

少年少女合唱教室
新宿区少年少女合唱団
一緒に歌おう！初めてでも大丈夫、国際交流もで
きるよ。

①5月15日～2月26日の土曜日　14時～16時
全20回　②25名（小・中学生、高校生）　③1
回500円　④ＡＢＣ　⑤4月30日（金）

転倒防止と健康体操の会 しゃくやくの会
立てばしゃくやく、座ればぼたん、歩く姿をさっそうと。

①5月24日～12月6日の月曜日　9時30分～
12時　全20回　②20名（概ね70歳代）　③1
回1,000円　④ＡＢＣ　⑤5月10日（月）

赤城陶芸教室 赤城陶芸会
初心者歓迎。 世界でたった一つの茶椀を作りま
せんか。

①5月13日～9月23日の木曜日　13時30分～
15時30分　全10回　②20名（成人の方）　
③全15,000円　④Ａ　⑤4月20日（火）

高齢者のための教養講座（木曜コース）
赤城新生一期会
時事問題・中近東の歴史・古典芸能・健康およ
び史蹟探訪。

①5月6日～3月17日の第1・3木曜日（8月は休
み）13時30分～15時30分　全20回　②35
名（60歳以上の中高年）　③全6,000円　④
ＡＢ　⑤4月30日（金）

高齢者教養講座・金曜コース
赤城新生二期会
時事や健康問題、和洋の歴史文化を楽しく、学習
する。

①5月14日～9月24日の金曜日　13時30分～
15時30分　全10回　②40名（60歳以上の方）
③全3,000円　④ＡＢＣ　⑤4月30日（金）

I LOVE 子育て・ママと子どもが輝く講座
ボーダレスベビー
ママヨガ・アロマ・英語サインをプロから学ぶ親子講座。

①5月12日～7月21日の水曜日　10時15分～11
時45分　全9回　②15組（ハイハイまでのお子
さんとママ）　③１回500円（教材費別途）　④
ＡＣＤ　⑤4月30日（金）

戸山生涯学習館
健康体操「自彊術」戸山自彊の会
元気は自分でつくる。体力に自信のない方でもで
きます。

①5月12日～2月23日の第2・4水曜日　13時30
分～15時　全20回　②20名（40歳以上の方）③
前期10回2,000円　④ＡＢＣ　⑤4月20日（火）

かっぽれ踊り江戸の粋 かっぽれ新宿駒乃会
粋でいなせな“かっぽれ踊り”皆で踊れば楽しいよ!!

①5月15日～11月13日の土曜日（8月は休み）10
時～12時　全20回　②15名　③１回1,000
円（ほか教材費初回3,000円）　④ＡＢ　⑤4月
25日（日）

楽しい！社交ダンス入門講座
新宿きずなサークル
どなたでも参加できます。楽しい社交ダンス入門講座。

①5月11日～2月22日の隔週火曜日　18時
～20時　全20回　②20名　③半期（10回）
5,000円　④ＡＢＣＤ　⑤4月30日（金）

ラウンドダンスローレライ
社交ダンスのステップで、輪になって踊ります。

①5月18日～9月21日の火曜日　10時～12時
全10回　②15名　③全5,500円　④ＡＢ　
⑤4月30日（金）

新生大学院「高齢者学習戸山金曜コース」
新宿区高齢者学級連合会
1カ月ワンコインで楽しめる学習会・見学会。

①5月7日～3月11日の金曜日　13時30分～15時
30分　全20回　②75名（60歳以上の男女）③
1回300円、月500円　④ＡＢ　⑤4月20日（火）

高齢者教養講座「戸山木曜コース」
戸山平成会
歴史や文学に親しみ江戸の旧蹟等を訪ね楽しみ
ましょう。

①5月6日～2月24日の木曜日　10時～12時
全20回　②85名（60歳以上の方）　③全
4,000円　④ＡＢ　⑤4月26日（月）

一般教養・戸山みのり会水曜コース
戸山みのり会
人生90年時代、幅広く学び、豊かな人生をご一緒に！

①5月12日～3月2日の水曜日　10時～12時②
90名（60歳以上の方）③半期3,000円　④Ａ
⑤4月20日（火）

北新宿生涯学習館
熟年料理教室 かえで会
高齢者も男性女性も一緒に楽しく料理を習いま
せんか。

①5月9日～9月26日の日曜日　13時30分～
16時30分　全10回　②30名（概ね50歳以上
の方）　③全8,000円　④ＡＢ　⑤4月20日（火）

高齢者教養講座・北新宿水曜コース
北新宿新水会
元気に楽しい外出。「北新宿新水会」の生涯学習
で充実。

①5月12日～2月23日の水曜日　13時30分～
15時30分　全20回　②70名（概ね60歳以上
の男女）　③全4,400円（納金は半期2,200円
ごと。自主講座含む）④Ａ　⑤4月26日（月）

住吉町生涯学習館
中高年向けストレッチとジャズダンス
Ｋ＆Ｋパッション
腰痛や更年期症状などを和らげ健康と若返りを
めざします。

①5月11日～9月28日の第2・4火曜日　14時
～16時　全10回　②15名（主に中高年女性・
若い方も歓迎）　③全8,000円　④ＡＢＣ　
⑤4月23日（金）

陶芸・ビーズ・水引など楽しい教室 ！ 手作りＡＲＴ
手作りＡＲＴ
日常生活を豊かにする気軽な創作手作りＡＲＴ・
親子歓迎。

①4月25日～2月20日の日曜日　9時30分～
11時30分　全20回　②23名　③1回材料込
700円（親子参加1,300円）　④ＡＢＣ　⑤4月
20日（火）

ゆったりゆっくりハワイアンフラ教室
フラ・プルメリア
ハワイアンフラを楽しく踊ってみませんか？ご一緒に！

①5月17日～2月21日の月曜日　10時45分～
11時45分　全20回　②15名　③1回1,000
円　④ＡＢ　⑤4月30日（金）

抒情歌を歌う抒情歌を歌う会
花・赤とんぼなどを楽しく歌いましょう。発声練習あり。

①5月18日～2月15日の火曜日　14時～16時
全20回　②28名　③半期10回10,000円　
④ＡＢＣＤ　⑤5月7日（金）

健康麻雀同好会 健康麻雀同好会内川塾
初心者でも楽しく学べて段位取得も！大会も開
催します。

①5月6日～2月24日の木曜日　13時～17時
全20回　②30名（50歳以上の中高年）　③
1回600円　④Ａ　⑤4月20日（火）

牛込箪笥地域センター
新宿・歴史おもしろゼミナール
～伝統文化から学ぶ～
地域の文化と伝統研究会
伝統おもしろゼミナール～新宿の歴史・文化を再
発見！

①4月24日～8月7日の土曜日　15時30分～17
時　全8回　②30名　③半期（4回）2,000円、全
回3,500円④ＡＢ　⑤4月14日（水）

落合第二地域センター
古典文学「高齢者教養講座」二四木会
平安文学（更級日記）を精読し生き甲斐の糧にします。

①5月13日～9月23日の第２・４木曜日（8月は休
み）　10時～12時　全8回　②20名（概ね60
歳以上の方）　③1回500円　④Ａ　⑤4月28
日（水）

短歌にしたしむ入門講座 落合短歌会
折々の思いが、あなたの短歌に生き生きと蘇ります。

①5月2日～2月23日の日曜日・水曜日　13時
～15時50分　全20回　②20名　③半期（10
回）5,000円、1回600円　④ＡＢＣ　⑤4月20
日（火）

戸塚地域センター
「旅の簡単スケッチ画」講習 月描会
高田馬場駅1分。5カ月10回。楽しい手順で必ず習得。

①5月10日～9月19日の月・ 日曜日　17時45分
～20時45分（日曜日は屋外取材：8時～18時）
全10回　②40名　③全8,000円（他教材費
全1,000円バス代別途徴収）　④ＡＢＣ　⑤4
月30日（金）

コズミックセンター
ストレッチ＆太極拳
S.P.T.C下落合公園太極拳倶楽部
運動による漢方薬、太極拳をご一緒にどうぞ。

①5月23日～9月26日の日曜日　9時30分～
11時　全10回　②15名　③全4,000円　④
ＡＢＣ　⑤4月25日（日）

四谷ひろば
親子陶芸教室
NPO法人市民の芸術活動推進委員会
親子で陶芸を楽しみます。単独参加も可。初心
者歓迎!

①5月2日～9月19日の第1・3日曜日　10時～
12時　全10回　②40名（5～70歳　親子・
単独可）　③１回300円（他材料費1回500円
※2回で一作品完成）　④ＡＢ　⑤4月21日（水）

数学教育研究会
たのしく学ぼう算数図形教室 エンの会
実際に作りながら楽しくわかり易く系統的に図
形を学ぶ。

①5月15日～9月18日の第3土曜日　9時30分
～11時30分　全5回　②20名（小学２～４年
生）③全6,000円　④ＡＢＣ　⑤4月25日（日）

早稲田小学校
小学生からの合唱教室
早稲田少年少女合唱団
みんなで歌うって、こんなにすてき！

①5月1日～3月5日の土曜日　9時～12時　全
20回　②40名　③1回300円　④ＡＢＣＤ　
⑤4月26日（月）

天神小学校
初級中国語会話 中国愛好会
中国語を学びませんか。日常会話を楽しく学習し
ます。

①5月6日～7月8日の木曜日　18時30分～20
時30分　全10回　②20名　③全10,000円

（教材費全2,000円）　④ＡＢＣ　⑤4月23日
（金）

落合地区小学校
落合少年少女合唱講座
落合少年少女合唱団
歌の好きな子あつまれ！！

①5月15日～12月18日の土曜日　10時～12
時　全20回　②20名（小学1年生以上）③1回
350円　④ＡＢＣ　⑤4月28日（水）

この春から新しいこと始めませんか！

　区内で活動している自主活動団体の皆さ
んが区民講座をプロデュース。 アナタにぴっ
たりの講座がきっとあります（各団体作成の
募集チラシ集はコズミックセンター、生涯学習
館、地域センターにあります）。

対　象 区内在住・在勤の方
申込み 各講座申込み締切日必着。往復はがきに記載例（8面）

のほか、希望講座名を記入し、学習・スポーツ課へ
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

● 講座名 団体名
①日時・回数
②定員・対象
③参加料（別途教材費など）

④申し込み方法（往復はがき…Ａ、FAX…Ｂ、
財団ホームページ…Ｃ、団体ホームページ…Ｄ）
⑤申し込み締切日

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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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。

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　○○○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。

記事に特に記載のないものは、
応募多数の場合、抽選です。

は、レガス新宿のホームページから申し込み可。

外国語・外国文化

ベテランの外国人講師が楽しく教えます
英語・仏語・西語・伊語・独語・中・韓国語 
他　幼児から上級迄　個人１回3,150円～　
グループ可　日本語クラス曙橋教室駅より
１分ＬＩＧ 03-3355-4471 www.lig.co.jp

英会話サークル　老若男女募集中（￥4500）
アメリカ人講師　毎週金曜日　午前又は午後
大久保地域センター　中山　090-4836-7914

小学生国際英検　将来の即戦力！四月開設
小学4～￥8000～/月10～落合第2ｃ他入会審有
初回問合FAX：3954-8721　村田

小学生英語　中高準備　入会審査有
小4～￥5000～/月5落合第2C他初回問合
FAX:3954-8721　中村

大人の初級英会話・メンバー募集
四谷地域センター　土曜午前　2200/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

♪洋書絵本で楽しく英語♪（火/金）＠四ツ谷
CDのかけ流しと絵本の暗誦で活きた英語を！
マミーズイングリッシュクラブ09035495375

4月生募集！会話アンド文法で確かな力を！
●小中高生の学習サポート、英検・受験対策
●個人や仲間で楽しい大人の英会話
月4回6300円～下落合・高田馬場駅3分
英会話サロン・アオキ℡3365-1265

音　楽

声楽・ヴォイトレ教室　エコールエレーヴ
趣味・受験対策、他☆目的別指導☆火金土
☎03-3351-0517 JR四ツ谷駅～徒歩3分
体験受付中・問合せ　ecoleve-try@memoad.jp

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

アマチュアクラシックフェスティバル2010
ピアノ・声楽コンクール　出場者募集！
すみだトリフォニー小ホール　後援:東京都
ＫＯＳＭＡ音楽愛好会　☎078-646-9001

ー♪こどもの音感指導研究会@百人町ー
ピアノ・ソルフェージュ・リズム・聴音指導
♪個人レッスン・2才～大人・保育関係可♪
ご住所・お名前・年令ご記入の上FAXのみで受付
資料と無料体験申込葉書ご郵送fax3369-7510

生田流お箏教室　生徒募集♪
初めての方でもご安心ください。5000円/月
月3回　矢来町　Tel3235-1545　杉崎　体験有

新宿津軽三味線教室　☎3341-2849シシド
1回45分/￥4000※予約制（月～土9～21時）　　
曙橋・若松河田駅より徒歩約7分初心者歓迎！
楽器レンタル有

「立花眞理ピアノ教室」 03-5229-4408
幼児～一般  趣味　音大受験・保育士資格・
教員採試対応　火・水　体験可　市谷加賀町

アート・工芸

花と銀の教室　サロンドフルール
アートフラワー　私の作品が或る美術展工芸
部門で金賞　それはフランス・アテネでも受
賞　教室土2:4-2時木2:4-2時会費月2400円
銀　土1:3-10時と2時　火1:3-10時。会費月
3000円高田馬場2-7-21-205☎3200-9048

アトリエ祥東京会　楽しく絵を画く仲間募集
主催:渡辺祥行近代日本美術協会理事長
月1回:土日、入会金5千円、　受講料3千円
新宿区新小川町、080-3028-4534高梨

トールペイント＆新クラフト教室生徒募集
メタルエンボス4月開講（木）＆トールぺイント

（火）各教室体験あり詳細☎03-3202-1823

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　上田TEL090-7282-0950

プリザーブドフラワーお試しレッスン実施中
プリザーブドローズで作るマザーズギフトを
花材費2000円のみで無料体験。東新宿駅2分
プリザ＊プラザ　森下090-5199-8215

繪画教室生徒募集（油彩・水彩）日本美術家
連盟会員基礎から丁寧に教えます。月3回
水木曜10:00～12:00,14:00～16:00月謝￥5000
☎FAX03-3951-3119髙島

若葉の会　いけ花・茶の湯（担当　大塚）
花、茶共に月1回費花材水屋含み各2000円　
場第2落合センター土又は日9:30～☎3565-2378

書道教室　生徒募集
水曜PM１時より随時　土曜AM10時～12時
☎03-3203-2657　梅沢

スポーツ・健康

初めての方々に合気道競技の講座です。無料
身を守る護身術を楽しく親切に行います。
日時：新宿コズミックセンター第1武道場で
4月18、29、5月2、16、30各17:00～18:30軽装で
上の何れかの日に直接武道場へお出で下さい
主催：新宿スポーツ合気道クラブ☎3976-1222

Studio VALOGAチャイルドクラス生徒募集
心身共に成長著しい大切な時期にバレエを
通し忍耐力や集中力を養いませんか。四谷
三丁目駅徒歩1分毎週金曜16時～。大人クラス
は体験随時受付中(飯田橋・国立教室有）
詳細はホームページhttp://valoga.opal.ne.jp/

社交ダンス　会員募集
毎週火・水曜日　12：20～15：20　コズミック
センター小体育室予定　入会金2000円
月謝初級2000円　中級3000円
プロの教師指導　直接踊ってくれます
初心者歓迎　☎03-3208-0343　斉藤

現役プロカップルから社交ダンスを習おう
木曜19:30～21:30コズミック又は大久保
入千円　月4千円　℡090-7239-6134春日

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

その他

健康マージャンで一緒に楽しみましょう！
初級の女性中心10～15人で仲良く楽しんでい
ます。怖いベテランやタバコは一切なし。
レッスンプロの先生が優しく指導。未経験者
も大歓迎！新宿西口徒歩5分。火・金曜1日
￥2000。初回無料tel3346-2475

ベビーマッサージ教室☆hapimama@神楽坂
2ヶ月～ハイハイまでの赤ちゃんとママ対象
区内随所開催http://www.hapimama.com

　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。

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：00120-3-179882
※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

申込み記載例

新宿文化センター1階案内所
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　☎03-3350-1141
時　間 9時～19時（休館日を除く）

◦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

HPの公演は新宿文化センターのホーム
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.shinjukubunka.or.jp

◦メールで予約したい！

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）

4月22日（木）まで

新宿バード
カービングクラブ作品展

（野鳥彫刻作品）

4月23日（金）～5月27日（木）

ボックスアート展

4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

場　所 屋内プール、大・小体育室、ルーフグラウンド、クラブハウス
対　象 区内在住・在勤の方　※プール以外の施設は10名以上の団体利用となります
登録に必要なもの ●健康保険証・ 運転免許証などの身分証明書（在勤者の場合は在勤証明書など）●傷害保険に加入保険会社名が分かるもの

（傷害保険に加入していない方は、スポーツ安全保険に加入できます。クラブハウスのみの利用の場合は、傷害保険は必要ありません）●
プール利用の場合は登録料（一般2,000円、小・中学生500円）●プール以外の施設の場合は、団体責任者の印鑑、団体構成員の名簿

申込み 財団窓口にて受付（8時30分～21時30分）。登録時にスポーツ安全保険の申し込みもできます（保険料：一般1,600円、小・中学生600円）。
問合せ 施設課　☎3232-7701　※クラブハウス・体育施設などの抽選日やプールの日程表は登録時にお渡しします

支払期間 ①利用承認書交付が窓口・メールの場合3日以内
 ②利用承認書交付が郵送の場合　5日以内
 ※年末年始（12月29日～1月3日）、金融機関の休

　業日を除く
問 合 せ 施設課　☎3232-7701

平成22年4月29日～平成23年3月31日利用分
の受付は4月5日（月）から受付を開始します。都立新宿山吹高等学校体育施設等の利用登録 屋内スポーツ施設・貸出システムの

変更による自動取り消しについて
　指定期間内に利用料金未納の場合は、自動的に利
用承認が取消されます。ご注意ください。

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。


