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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。

　多国籍都市・新宿に住む皆さんの異文化
交流推進を目的とするイベントです。当日は、
各国の民族舞踊のほか、文化・情報紹介、エ
スニックフード販売なども予定しています。
※イベントの詳細は「Oh!レガス新宿ニュー

ス」9月5日号に掲載します

①ステージ出演団体
②ワークショップ実施団体
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観　光新宿文化センターのステージで、各国の民族舞踊を披露しませんか！
日　時 9月18日（土）　11時～ 17時（予定）
対　象 ①区内外で活動する民族舞踊パフォーマンス団体

※デモ（DVDなど）による選定あり
②民族舞踊のワークショップが可能な団体
①②合計20団体程度（予定）

申込み 6月18日（金）必着。各館窓口で配布の申込書（HPからも
ダウンロード可）を記入し、文化交流課窓口（新宿文化セ
ンター）へ
※舞踊の内容を記録したデモ（DVDなど）も同時にご提

出ください
問合せ文化交流課　☎3350-1141
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踊りの祭典2010

　毎夏恒例の新宿の街の風物詩「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！ 

　プロやアマチュアのジャズバンド、約90
団体が熱演を披露します。思い思いの場
でスイングスイング！ 

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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（演出・構成）ほか

入場料 一般3,500円　区民割引3,000
円（全指定席）※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

日　時 5月15日（土）　12時開演
会　場新宿文化センター
入場料 前売り3,000円、当日3,500円、区民割

引2,500円、高校生以下無料（全席自由）
※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　入主催公演入場券の購入方法（8面）参照
（コズミックセンター、新宿歴史博物館、
各生涯学習館、新宿文化センター各窓口
にて取り扱い）

共同主催新宿春の楽しいジャズ祭り実行委員会
共　催新宿区

新宿エイサー
まつり関連事業

沖縄

音楽

新宿
春の楽しい

ジャズ
祭り！フェスティバル

新宿文化センター
全館がジャズ一色に

好評
発売中！
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演　奏バイオリン　内田沙理　ピアノ　大嶋千暁
サックス　　中村優香

日　時 6月18日（金）　18時30分開場　19時開演

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　時 5月29日（土）　13時30分開場　14時開演

　6月は梅雨が楽しくなるような｢水｣がテーマのクラ
シックコンサートです。2月のバレンタインコンサートで大
変ご好評をいただいた美女トリオが再登場します。

季節の星空解説と合わせてお楽しみいただけます。

①打楽器Duoコンサート～躍動する音とリズム～

②レイニーシーズンクラシック

定 ①②先着140名料1席1,500円※未就学児入場不可申
5月6日（木）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

　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。

参加団体募集！

多文化交流フェスティバル

購　入 主催公演入場券の購入方法
（8面）参照（コズミックセン
ター、新宿歴史博物館、新宿
文化センター各窓口にて取
り扱い）

共　催新宿区
連　携新宿エイサーまつり実行委

員会

2010

コズミックセンタープラネタリウム

問合せ 学習・スポーツ課 ☎3232-5121
問合せ

文化交流課
☎3350-1141
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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
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　弓道は精神を集中し、 自己を高めていく武道
です。日常を一時はなれて、自分を見つめてみま
せんか。区弓道連盟主催教室です。

　野田半三、刑部人、松下春雄、小島善太郎の
描いた新宿の風景画を紹介。

　アトリエでは林芙美子と画家だった夫・緑敏
の描いた絵画を展示。石蔵ギャラリーでは佐伯
祐三アトリエ記念館をご紹介します。

　落合地域に隣接した中野区上高田は明治以
降寺町が形成されました。お寺を巡りながら、著名
人の墓を史跡ガイドボランティアが解説します。

　7月25日（日）にコズミックセンターで行われる
新宿区卓球新人・トップ大会（初級の部）に参
加することを目標に、2カ月間練習します。

　日本の伝統文化花道・茶道を通じて礼儀作
法を学びます。

日 5月29日（土）　9時～ 12時 見学地（予定）中
野駅（集合）～高徳寺（新井白石墓）～源通寺（河
竹黙阿弥墓）～正見寺（笠森お仙墓）～万昌院功
運寺（吉良家、歌川豊国墓）～宝泉寺～最勝寺　約
4km料 400円講新宿歴史博物館史跡ガイドボラン
ティア定 80名申 5月18日（火）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19日（水） 9時集合～12時終了予定 集合 玉
川上水公園（京王線明大前駅徒歩8分） 解散 三鷹台
駅（京王井の頭線）問 学習・スポーツ課　☎3232-
5121

第2回歴史・文化探訪
中野の寺町を訪ねて

歴　史

スポーツ

学　習

土井利勝

日程 講座名 講　師

①6月12日
（土）

江戸幕府と老中た
ち

東洋大学名誉教授
大野瑞男氏

②6月19日
（土）

江戸幕府「大老」の
成立

東洋大学講師
小池進氏

③6月26日
（土）

小 姓 か ら 老 中 と
なった阿部忠秋

学習院女子
大学教授

松尾美恵子氏

④7月3日
（土）

佐倉藩主堀田正盛
（仮題）

国学院大学教授
根岸茂夫氏

⑤7月10日
（土）

「智恵伊豆」松平信
綱（仮題）

国学院大学講師　
杉山正司氏　

いずれも14時～16時

①鎌倉歴史ウォーク　約10km
　大船駅から鎌倉アルプス、巨福呂坂切通しへ

②玉川上水緑道ウォーク　約8 km
　玉川上水緑道沿いの緑を楽しみましょう！

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法人区ウオー
キング協会

初級卓球教室2カ月実践コース！

子どもいけばな茶の湯教室

日 6月3日～ 7月22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

日 5月29日（土）～平成23年2月19日（土）（花7
回、茶9回、発表会1回）　10時～ 12時場コズミッ
クセンター、戸山生涯学習館（戸山2-11-101）対区
内在住･在学の小学3年生～中学3年生料全17回
　7,900円申 5月20日（木）必着。往復はがき、
FAX 3209-1833で記載例（8面）のとおり
記入し学習・スポーツ課へ

日 5月29日（土）、6月1日（火）・5日（土）・8日（火）・
12日（土）・15日（火）　19時～ 21時 場コズミッ
クセンター対区内在住･在勤・在学の中学生以上
の方　30名料全6回　3,500円（傷害保険料を含
む）申 5月16日（日）必着。往復はがきに記載例

（8面）のほか、弓道経験の有無を記入し、学習・
スポーツ課へ問区弓道連盟　小野田☎3953-
6007

日 6月末まで場新宿歴史博物館常設展示室料大
人300円、小・中学生100円

日 6月末まで場林芙美子記念館（中井2-20-1）料
大人150円、小・中学生50円
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　育児でコンサートから遠のいているママ＆パパ。どうぞ、ちいさいご家族
の方もご一緒にお越しください。みんなで楽しめる音楽でお出迎えします。

日　時 7月22日（木）　11時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲　目モーツァルト「フィガロの結婚序曲」、「ミッ

キーマウス・マーチ」、「となりのトトロ」な
ど、聴きたい曲の募集もあります
※曲目は変更になることもございます。ご

了承ください
料　金 子供（4歳～小学生）500円、中学生以上

1,000円（全指定席）
※4歳未満は無料。ただし座席を使用する

場合は子供料金がかかります
購　入主催公演入場券の購入方法（8面）参照
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

場新宿歴史博物館定 60名（多数抽選）料 全5回
　2,000円（1回単位の受講も可。その場合は1回
500円）申 5月28日（金）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

歴史講座
葵
あおい

三代徳川家光の老中たち

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

初心者弓道教室
弓具無料貸し出しあり

新宿歴史博物館常設展示室特設コーナー
春の展示替えのお知らせ

「佐伯祐三展」にちなみ絵画を特別展示

林芙美子記念館　春の展示替えのお知らせ
「芙美子の絵・緑敏の絵」

音楽の 赤ちゃんも一緒にたのしんじゃおう！

箱

　「生まれながらの将軍」 江戸幕府三代将
軍徳川家光の老中たちを取り上げ、幕府初
期の老中たちの動向をご紹介します。

日 5月11日（火） 10時集合～13時30分終了予定
集合 JR横須賀線大船駅前解散 鶴岡八幡宮（JR横須
賀線鎌倉駅徒歩15分）問 NPO法人区ウオーキング
協会　☎090-3217-4109

会 場新宿文化センター　大ホール
対 象小学生以上の区内在住者
原 案手塚治虫
脚本・演出横内謙介
音 楽甲斐正人
振 付ラッキィ池田、彩木エリ
監 修手塚眞
出 演良

ら ち

知真
し ん じ

次、五
い が ら し

十嵐可
か え

絵、椿千代ほか
主 催新宿区、公益財団法人新宿未来創造財団、フ

ジテレビジョン、わらび座
協 賛手塚プロダクション、角川エンタテインメント

共同制作新宿区
申 込 み5月26日（水）必着。往復はがきに記載例（8面）

のほか、人数（申込者を含み2名まで）、希望公
演日時を記入し文化交流課へ
※記入漏れや1通に複数公演日時の希望は不可
※車椅子での鑑賞希望者は朱書きのうえ、付き

添いの有無を記入ください
問 合 せ文化交流課　☎3350-1141

　手塚治虫の代表作、新宿未来特使の「鉄腕アト
ム」がミュージカルになりました！アトム以上に進化し
たヒト型ロボットがパワーを大きく制限され、人間へ
の絶対服従を強いられている時代。荒廃した人間
の心と心をつなぐため、アトムの心が甦ります。

新宿区文化芸術振興基本条例制定記念＆公益財団法人新宿未来創造財団設立記念

公演
日程

公演日 6/19（土） 6/20（日） 6/22（火） 6/25（金） 6/26（土） 6/27（日）
14：00 ● ● ● ● ●
19：00 ● ●

わらび座ミュージカル全国初演
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　日本民俗学の夜明けを告げた柳田國男の「遠野物語」。刊行当時、柳
田國男は市谷加賀町に住み、遠野出身の佐々木喜

き ぜ ん

善から聞いた数々の
民話を名作「遠野物語」にまとめました。今年は「遠野物語」が世に出てか
ら百年を迎えます。これを記念し、NPO法人遠野物語研究所と協働して、
シンポジウム、講座、展示会を開催します。

　「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。

　新宿で誕生し
た「 遠 野 物 語 」
について、さまざ
まな観点から学
ぶ講座です。

新宿区文化芸術振興基本条例制定記念

写真パネル展

ゼミナール
2010遠野物語

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

日　時 開催中
会　場 新宿歴史博物館1階れき

はくギャラリー
協　力毎日新聞社学芸部

時　間14時～ 16時
会　場新宿歴史博物館
費　用各回500円
定　員100名

申込み 5月17日（月）必着。往復はがきに記載例（8面）
を記入し、新宿歴史博物館へ

問合せ 新宿歴史博物館　☎3359-2131

連続講座「遠野物語」発刊百年

各公演日・
新宿区民
130名を招待！
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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。

　新宿区の横綱は誰だ！5月22日、コズミックセ
ンターで決定！！

文　化

交　流

日 6月3日～ 8月5日の木曜日　20時30分～ 21時
30分料 全10回　4,000円（欠席時の返金なし）
講 山本行宏氏（火･ピラティス担当講師）

日 6月2日～ 8月4日の水曜日　20時30分～ 21
時30分料 全10回　4,000円（欠席時の返金な
し）講 三村奈央氏（レガスポ！登録講師）

大好評に応えて年間3シーズン開催！就寝前
のゆったりした運動は体がリセットでき、安眠効
果も期待できます。

アフター５・
ラテンコアダンス

①カンボジア農村でNGOが取り組む健康な
村づくり

　カンボジアの農村における保健状況と、現地
で子どもの健康のためにどのような取り組みを
行なっているかを国際保健NGO「シェア」が講義
します。命を守る「保健ボランティア」の育成につ
いて学んでみませんか？

②韓国伝統茶を味わいながら、韓国民芸スト
ラップを作ってみよう！

　「薬食同源」の韓国伝統茶の世界に触れてみ
ませんか。また、韓国民芸ストラップも一緒に作っ
てみましょう。どなたでもご参加いただけます。

対 どなたでも　30名（多数抽選）料 200円申
①5月12日（水）②6月1日（火）必着。電話、FAX
3350-4839、郵送のいずれかで文化交流
課へ

　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。

日6月17日～ 10月17日原則として木曜日　
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場新宿文化センター

（新宿6-14-1）講本徳亜希子（「マンマ・ミーア」「ク
レイジー・フォー・ユー」「ライオン・キング」な

わんぱく相撲新宿区大会

日 5月22日（土）11時30分から場コズミックセン
ター対区内在住の小学生申 5月16日（日）必着。
コズミックセンター窓口備付の申込書に必要事

日 5月19日（水）　8時40分～ 12時場戸山多目的
運動広場（戸山3-2）対どなたでも　30名料500
円申 5月10日（月）必着。電話または、FAXで区
グラウンド・ゴルフ協会　川上（〒160-0022新
宿6-13-10-704　☎・ FAX 3352-9664）まで

日 6月20日（日）　13時～ 17時（予定）場しんじゅ
く多文化共生プラザ対外国語が母語の生徒・保
護者、および日本語が不自由な帰国子女。外国人

（生徒）の進学や学習活動に携わる機会がある方、
興味のある日本人の方も可　45名料テキスト代
200円（希望者のみ）申 当日会場においでくださ
い通訳韓国・中国・タイ・タガログ・英語（予定）。
ほかの言語はお問い合わせください問文化交流
課

日 6月5日～ 7月24日の土曜日（6月12日、7月10日
は除く）　10時～ 11時30分場コズミックセンター
定20名（多数抽選）料全6回　600円（付き添い
の方1名まで無料）申 5月27日（木）必着。往復は
がき、電話、FAX 3209-1833で記載例（8面）の
ほか、障がいの種類、介助者・車イス利用
の有無を記入し、学習・スポーツ課へ

日 6月12日（土）　12時30分～ 16時30分場新宿
文化センター　小ホール主東京四谷ライオンズク
ラブ、公益財団法人新宿未来創造財団後援 新宿
区問文化交流課

初心者から上級者まで、レベルに合わせた指導
で、どなたでも楽しめる教室です。サウンドテーブ
ルテニスや超初心者向けポリバットピンポンも。

　日本で勉強し、 生活している外国人の皆さん
が自分の体験や考えを話します。笑いあり、涙あ
りの熱のこもったスピーチをお楽しみください！

国際理解講座障がい者のためのスポーツ教室
障がい者卓球教室

外国人による日本語のスピーチコンテスト
聞きにきませんか

「しゃべれおん’10」

新宿ミュージカル講座
受講生募集

ミュージカルに興味のある人集まれ～！

外国人・帰国子女のための
「高校進学ガイダンス」

高校進学の準備はできていますか？

日 5月30日（日）東京ヴェルディ VS横浜FC戦 キックオフ16
時（14時～受付）場 国立競技場（霞ヶ丘町10）対 区内在住・
在勤・在学の方とそのご家族※チケットについてのお問合
せは、東京ヴェルディチケット事務局　☎3512-1969 席
ゴール裏自由席申 専用申込書に必要事項を記入し、当日試
合会場に直接お持ちください。専用受付テント（千駄ヶ谷門
からスロープを上がり、右手に設置 ）で招待券と引き換え
ます。専用申込書はコズミックセンター、各生涯学習館など
に設置のほか財団HPからもダウンロードできます。※当日
は、住所・氏名が確認できる証明書（学生証、社員証、免許
証など）をお持ちください

　国立競技場で行われる東京
ヴェルディVS横浜FC戦に、新
宿区の小学生を無料招待！
　中学生以上の方には、割引チ
ケット（中高生800円→300円、
シルバー500円→300円、一般
2000円→1000円）を用意！
　さらに、試合前練習を間近で
見学できるピッチツアーにご参
加いただけます！！

　新宿区サンクスマッチ当日の試合
開始前に選手と手をつないで入場す
る「手つなぎキッズ」と試合前練習に
向かう選手をハイタッチで迎える「ハ
イタッチキッズ」を同時募集！！

手つなぎキッズ＆
ハイタッチキッズ！！

日 6月2日～ 8月4日の水曜日（但し7月28日
を除く）　20時15分～ 21時15分料 全9回　
3,600円（欠席時の返金なし）講 今田智子氏

（水･エアロビクス担当講師）

一日の終わりをヨーガでリラックスしましょう！

新 宿 区（日）は
5月30日

日 6月5日（土）　12時開演場 新宿文化
センター　大ホール※当日会場へ直
接お越しください 共同主催 区合唱連
盟

　初夏をいろどる合唱祭。今年も加盟46団体が、バラ
エティに富んだパフォーマンスを発表します。創立30周
年を記念した作曲家の佐藤眞先生の指揮による「大地
讃頌」の大合唱など特別ステージにもご期待ください。

新宿区合唱連盟
創立30周年記念合唱祭

サンクスマッチ！！
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東京ヴェルディ連携事業

ⓒTOKYO VERDY

リラクゼーション･
ヨーガ

ゆったりピラティス・
シーズンⅠ

日中忙しい方も参加できます！音楽にのって踊ってシェイプアップ！

同時募集！

対 区内在住・在学の小学生（多数抽選）　手つなぎキッ
ズ11名、ハイタッチキッズ50名申 5月16日（日）必着。
往復はがきに記載例（8面）のほか、「手つなぎキッズ希
望」または「ハイタッチキッズ希望」（両方でも可）と記
入し、学習・スポーツ課へ

グラウンド・ゴルフ
初心者1日教室

　ゴルフをアレンジしたスポーツで、高度な技
術は必要なし。どなたでも楽しくプレーできます。
障がいをお持ちの方もお気軽にご参加くださ
い。道具貸し出しあり。

　日本語が不自由な方の高校進学は、年々難
しくなってきています。都内での進学について、
外国人入試の動向や、学校での進路指導、受
験者の体験談など、多方面からの話が聞ける
機会です。今年度進学でない方でもご参加い
ただけます。外国籍のお知り合いの方・帰国子
女の方にぜひご紹介ください。

日5月17日（月）　19時～21時（予定）場コズミック
センター

日6月12日（土）　14時～15時30分（予定）場新宿文
化センター

場コズミックセンター対 区内
在住･在勤で、医師から運動制
限をされていない方　各30名

（多数抽選、最少催行20名）申
5月22日（土）必着。往復はが
きに記載例（8面）のほか在勤
の場合は勤務先･勤務先住所
も記入し、学習･スポー
ツ課へ

hist
ory歴　
史

stud
y学　
習

spo
rtsスポ
ーツ

cult
ure文　
化

exc
han
ge交　
流

tour
ist観　
光

history

歴　史

study

学　習

sports

スポーツ

culture

文　化

exchange

交　流

tourist

観　光

1

2

3

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8回　4,000円※新人戦に参加する場合、
別途シングルス1名1,000円、ダブルス1組1,600円
の参加料が必要となります当落 返信はがき送付、
5月27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 5月23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名1応
募のみ。返信希望の場合、必ず往復はがきで申
し込み

項を記入し、学習・スポーツ課へ。申込書は財団
HPからもダウンロードできます。

どに出演）対小学4年生～高校生　50名（応募者
多数の場合は、区内在住者を優先し抽選）※なお
若干名、ミュージカル経験のある24歳以下の学生
も募集します料全22回　22,000円（高校生以下）、
33,000円（24歳以下の学生）※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
5月31日（月）必着。往復はがき、返信可能なFAX
がある場合はFAX3209-1833で、記載例（8面）の
ほか、学校名・学年、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



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

　もっと部屋を快適にしたいのにどうしたらよいかわからな
い！そんな悩みを抱えている方いませんか。同じ広さの部
屋でもひと工夫でいろいろな空間スタイルへ様変わりしま
す。インテリアコーディネーターのレクチャーのもと、１２分の
１サイズのミニチュア家具を使って、あなたもインテリアコー
ディネーター気分を味わってみませんか。

日 6月12日（土）　10時30分～ 12時30分場 コ
ズミックセンター定 50名（多数抽選）協 日本フ
リーランスインテリアコーディネーター協会

（JAFJCA）申 5月28日（金）必着。往復はがき、受
信可能なFAXがある場合はFAX3209-1833で記
載例（8面）のとおり記入し、学習・スポー
ツ課へ

日5月5日（水･祝）･8日（土）･16日（日）･22日（土）各日10時30分
･13時30分・14時50分開始※いずれも開演30分前から8階にて
受け付け定先着150名料 高校生以上300円、中学生以下無料

ミニチュア家具で
コーディネーター体験

ひと工夫で大変身！

　のど越しもさわやかな、蕎麦を打ってみませんか！！
ルチンの含有量の多いそばにビタミンCの大根お
ろしをたっぷりかける独特の食べ方は、福井の食文
化の代表格です。越前そばを味わってください。

そば打ち教室～越前そばを作ろう～
日 6月9日・23日、7月7日の水曜日　13時～16時
30分場北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）定 24名
料 全3回　3,000円協 越前そば愛好会「蕎遊房」

健康長寿食！！　大根とそばはヘルシーコンビ

星空コンサートの5・6月公演の詳細は、
1面をご覧ください。

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 5月26日（水）必着。往復はがき、受信可
能なFAXがある場合は 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

春の星座と動いている大陸
　20 世紀前半、ドイツの地球物理学者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。

　 多文化共生講座イベント情報

　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。

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

　

中文

  

한국어

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

日 事業説明会（第1回企画会議）：5月24日（月）　19時～21時※スポレ
ク2010は10月11日（月・ 祝）開催予定場コズミックセンター対意欲
ある区内活動団体・ 個人（応募多数の場合企画調整あり）申 5月21日

（金）必着。①団体名（個人名）、②参加人数を電話またはFAX 3209-
1833で学習・スポーツ課へ

日5月10日（月）～5月12日（水）※ただし、プールは14日（金）まで

「新宿スポレク2010」
出展団体・個人大募集！

コズミックセンター休館日のお知らせ

　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
大募集します（個人の方も共同出展可能）。まずはお気軽に事業説
明会へご参加ください。

　設備などのメンテナンスのため休館いたします。ご不便をおかけい
たしますがご理解とご協力お願い致します。

受付  実施希望日の①②1週間前まで③10日前まで申 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）を記入
し、観光課へ

時間12時15分～ 12時
45分（入退場自由）※3
歳未満入場不可会新宿
文化センター問文化交
流課　☎3350-1141

　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。

　好評の昼時コンサートです。美味しいお
食事のあとは、心も満たして午後の仕事にリ
フレッシュ！心もあたたかくなる午後のひと
時を新宿文化センターでお過ごしください。
※曲目は変更になることがございます

　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？　
※事前予約が必要です
※以下のおすすめコースのほか、ご要望にもお答えします

初夏の落合散歩

まち歩きガイドおすすめコース

日6月13日（日）　13時～ 16時集合 西武新宿線下落合駅前対 区内在
住・在勤・在学の方　30名（多数抽選）料 400円（資料代・保険料
込）コース（予定）下落合駅→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 5月31日（月）
必着。往復はがき、返信可能なFAXある場合は FAX3359-
5036で、記載例（8面）のとおり記入し観光課へ

日5月24日（月） 出演 Ria＆Rie　李文佳（ヴァイオリ
ン）、高橋理恵（ピアノ）予定曲ツィゴイネルワイゼン/
サラサーテ、プレリュードとアレグロ/クライスラーほか

日6月1日（火）出演 西川朝子（ソプラ
ノ）、蓬田恵理（ピアノ）予定曲 野ばら
/シューベルト、月の光/ドビュッシー、歌
劇「椿姫」より“ああ、そは彼の人か”、歌劇

「トスカ」より“歌に生き、恋に生き”ほか

所要時間 2時間　距離：2km
コース飯田橋駅西口→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料
4 ～ 6名6,000円、7 ～ 10名
12,000円、11名以上は10名ごと
に6,000円追加。最大50名まで
ガイドNPO法人粋なまちづくり
倶楽部

所要時間3時間　距離：6km
コース新宿駅→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
料1～ 10名4,000円、11名以上は1
名につき400円追加ガイド NPO法
人東京シティガイドクラブ

所要時間 2時間　距離：5km
コース 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 料1
～ 10名4,000円、11名以上はご相談く
ださいガイド江戸東京ガイドの会

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。

第94弾　～Ria＆Rie名曲クラシック～

第95弾　～薔薇と情熱の恋～

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・四ツ
谷今昔散歩。

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
歴史をひも解くお江戸ツアー。

無料

無料

新宿版「体育の日」に出展しませんか？

新宿
再発見！

新宿ぶらり
散歩塾

落合蛍の面影と
天才画家の足跡を訪ねて

hist
ory歴　
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化
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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。

申込み各締切日までに、 往復はがきまたはFAX受信可
能な場合はFAX 3209-1833に記載例（8面）のほ
か、学年・学校名を記入し、子ども・地域課へ

問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

日　時6月2日～7月21日の水曜日　16時30分～18時
会　場 コズミックセンター
対　象なわとびが苦手な小学生　30名
参加料 全8回　1,600円
申込み5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受信可能な方のみFAX 3209-1833で受付可

問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

日　時毎週土曜日　13時～18時
会　場 西新宿児童館（青年教室）
問合せ 小田島　☎3377-2332

　学校や学年を超えたメンバーと一緒に
スポーツ系から文化系までいろいろなクラ
ブに挑戦してみましょう。放課後の時間を
充実させてください。

　体育の「ちょっと苦手種目」を克服しよう!
去年のなわとびチャレンジでは、半数以上
の参加者が二重跳びを跳べるようになりま
した。みんなで楽しく練習しませんか。

　小学生から80歳くらいまで多様なメ
ンバーで楽しんでいます。 初心者も高
段者もＯＫです。囲碁は子どもの知能
の発育・ 脳の活性化に一番向いてい
ると言われるゲームです。

小学生なわとび
チャレンジ

参加者募集

のびのびクラブ
水曜チャレンジ 集まれ！小学生！

無料

種　目 期　間 回数 曜日 時　間 会　場 対　象 定　員 費　用 締切 その他

バスケットボール 6月15日～
平成23年3月8日 24 火

3・4年生
16：30～17：30
5・6年生
17：30～18：30

コズミック
センター

小学3年生
～ 6年生

各コース
30名 4,800円 6月1日

（火）

経 験 者 の2年
生も参加可能
です

チアリーディング 6月10日～
12月9日 20 木 17：00～18：30 コズミック

センター

小学2年生
～ 6年生の
女子

30名
4,000円

（Tシャツ代別途
2,000円程度）

5月27日
（木）

水泳 6月18日～
平成23年3月18日 26 金 16：30～18：00 コズミック

センター

水 に 浮 い
て 進 め る
小学3年生
～ 6年生

35名 5,200円 6月3日
（木）

泳力をご記入
の上、応募く
ださい

フットサル
6月4日～10月8日、
11月5日～
平成23年3月18日

28 金

1年生：
15：40～16：40
2・3年生：
16：40～17：40
4～6年生：
17：40～18：40

コズミック
センター

小学1年生
～ 6年生

各コース
20名

5,600円
（Tシャツ代別途
2,000円程度）
※希望者のみ

5月20日
（木）

参加料は6月～
10月分と11月
～ 3月分 に 分
けて徴収しま
す

種　目 期　間 回数 曜日 時　間 会　場 対　象 定員 費　用 締切 その他

図工
6月8日～
平成23年
3月8日

30 火 16：30～
18：00

四谷ひろば
内CCAA

（四谷4－20）

小学1年生
～ 6年生 30名

6,000円
別途材料費
と し て、1
作 品500 ～
700円実費

5月25日
（火）

14作品程度作
成予定

英語Ⅰ 6月3日～
12月16日 23 木 17：00～

18：00
戸塚第三
小学校

小学2・3
年生　 20名

4,600円
別途
テキスト代
2,000円
程度

5月20日
（木） 英語に親しむ

ク ラ ブ で す。
学習塾とは異
なります

英語Ⅱ
6月1日～
平成23年
1月25日

23 火 16：30～
18：00

コズミック
センター

小学4年生
～ 6年生 20名

4,600円
別途
テキスト代
2,000円
程度

5月18日
（火）

料理

前期：
6月9日～
10月27日
後期：
11月10日～
平成23年3
月16日

前期：
8

後期：
8

水 16：30～
18：00

四谷地域
センター

（内藤町87）

小学3年生
～ 6年生 24名

前期・後期
各5,600円

（材料費込
み）

5月26日
（水）

地
域
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
事
業

ス ポ ー ツ 系

文 化 系
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施
設
の
ご
案
内

催
し
一
覧

新宿文化センター

※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、8面をご覧ください

開催日 開演時間 催事名 会　場 席種・入場料 取扱窓口 問合せ

15日（土） 12：00

新宿春の楽しいジャズ祭り
【主催】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

【共催】新宿区

全館

全席自由
前売券3,000円
当日券3,500円
区民割引2,500円（窓口受渡しのみ）
※住所の確認できるものを窓口にご

持参ください

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

16日（日） 14：00 フレンドリーコンサート 大ホール
S席4,000円
A席3,000円
自由席2,000円

文化センター窓口 ☎042-522-3931

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

大ホール
1,802席

小ホール
210席

　わが国最初の本格的な、カヴァイエ・コル型大オルガンを設
置した、1,802席の大ホールです。
　管弦楽、室内楽をはじめとしたクラシックコンサートやバレ
エ、ミュージカル、オペラなど、さまざまな催し物が開かれ、多
くの人々に親しまれております。残響の豊かさは都内でも有
数で、ステージと客席の距離が近く、生の音声が聞き取りやす
くなっていますので、すばらしい臨場感が得られると評判で
す。クラシック演奏会のほか、講演会、式典、研修会など幅広く
ご利用いただけます。本番だけでなく、音楽、演劇などの練習
にもご利用いただけます。

　室内楽、ピアノ発表会、演劇や式典など
にご利用いただける多目的ホールです。
ステージも客席も可動式で、ジャンルや
使用目的に合わせたレイアウトの演出が
可能です。音楽会などの練習にもご利用
いただけます。

5
月

6
・
7
月

　区民文化の向上を図るとともに、皆さんが交流する場としてご利用いただく
施設です。皆さんの日ごろの文化芸術活動の発表や優れた音楽・演劇・伝
統芸能などの鑑賞の場として、また、話合いや勉強・練習にも利用できます。
　施設利用のための登録は必要ありません。どなたでもご利用できます。どうぞ
お気軽にご利用ください。
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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。

　大ホールの楽屋とし
ての施設ですが、側面
一面に鏡、レッスン用の
バーがあり、バレエ、舞
踊のほか、オーケストラ
の練習など幅広くご利
用いただけます。

第1会議室（定員60名）

第4会議室（定員20名） 和会議室（定員46名・35畳）

第2会議室（定員30名） 第3会議室（定員20名）

展示室
266.5㎡

会議室

リハー
サル室
202㎡・
100名

　絵画や写真、書道、生け花などの展示場として、全
室利用と分割利用の二分割利用の方法でご利用い
ただけます。また、展示利用のない場合は、オーケス
トラや合唱の練習会場として、100名程度収容の会
議室としてもご利用いただけます。4月からグランド
ピアノを設置しています。

　趣味の勉強会から企業や団体の研修まで、幅広くご利用いただけます。ま
た、吸音構造になっている第1、第2会議室では、合唱や木管、弦楽器などの
練習にもご利用いただけます。

所 在 地 新宿6-14-1　
開館時間 9時～22時
休 館 日 原則として毎月第2火曜日（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）
問 合 せ  文化交流課　☎3350-1141

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
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。

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2:4 木か土会費月2400円　銀1:3 火
か土会費月3000円いずれも師範取得可。高田
馬場2-7-21-205☎3200-9048 お問合せ下さい

生け花教室（草月師範会）　体験歓迎!
幼児～師範取得まで　少人数制　月3000
早稲田5分・若松河田7分　080-5674-4187

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のワンコインレッスン
レッスン料500円でプリザーブドフラワー
のアレンジが楽しめます。東新宿駅徒歩2分
プリザ＊プラザ　森下090-5199-8215

若葉の会　いけ花・茶の湯（担当　大塚）
花月2回費2000円　茶月1回1500円花雑費別

（場）若松センター土又は日13時～☎3565-2378

音　楽

「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

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

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

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

♪子どものピアノ教室♪
音楽を永く愛する子に育てます。月7000円～
牛込柳町駅2分　　　平野☎3358-1162

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

端唄・俗曲・三味線教室　端唄　登喜葉の会
稽古場は神楽坂。月2～3回。土日、平日
コース（主に水、木）。小中学生無料。
連絡先　星浩一090-4674-3883

ピアノ・声楽教室　子供～大人
声楽科卒業　元音楽教室講師
30分　月3回6,000～
高田馬場駅1分　☎吉川03-3360-6067

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

「フットサル教室のご案内」
日時：5/8・22、6/12・26（土）18時～19時30分
料金：1050円/回 ※要予約（定員：各20名）
子供スイミング・体操・サッカーの無料体験も
受付中！　℡3364-0101 （財）スポーツ会館

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

外国語・外国文化

♪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

☆早稲田の留学生と楽しく交流しませんか☆
語学レッスン：英仏独他（留学生に謝礼あり）
パーティ・遠足等予定　ペガサス09064990988

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

あなたの街のECC英会話＆音楽教室
2歳～シニア。♪バイオリン、ビオラ、チェ
ロ、ピアノ、声楽、ソルフェージュ。月～日
1回3000円～。英語：月水木土。月5250
円～。大久保駅徒歩4分℡3367-4533
新宿ミュージックアカデミー＆ECC・臼井

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

確かな実績！個人の力を最大限に伸ばします
●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
月4回6300円～下落合・高田馬場駅3分
英会話サロン・アオキTEL3365-1265

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

NHKの外国人講師等の英会話,英語検定クラス 
英語でデッサン,料理,ギター,パソコンクラス 
フランス語,スペイン語,ロシア語,韓国語有 
1回1575円～新宿・池袋WinG03（3341）5124

その他

ホストファミリー募集
日本語を勉強するフランス人研修生をホーム
ステイさせて下さい。7～9月各月単位、謝礼
6万5千円/4週（朝夕食込）語学力不要。
原宿駅　エスパスラング東京☎3486-0120

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

＊ママも癒されるロイヤルベビーマッサージ＊
ママ友感覚丁寧指導RoomOne's詳細HP
/www.zb.em-net.net.jp/~room1s/index.html

竜馬に学ぶ歴史講座　5月19日（水）9月15日（水）
会場　若松地域センター　講師森友幸照（元
早大講師）初講　5月19日水　13時　受講料
全5講座2500円　申込は往復はがきで　　
wwｗ.rekishi-ni.jp歴史に学ぶ会〒1690073
生涯学習新宿･百人4-6-13-512塾長經學

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

　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

新宿文化センター主催公演入場券購入方法 申込み記載例窓口以外での購入の場合、以下の方法でお引取りください 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
氏
名

返信（表） 往信（裏）

5月27日（木）まで

ボックスアート展

5月28日（金）～6月24日（木）

水彩画展

5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

◦好きな座席を選びながら購入したい！
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）

◦電話で予約したい！
新宿文化センター　☎03-3350-1141
時　間 9時～19時（休館日を除く）

◦メールで予約したい！
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.regasu-shinjuku.or.jp

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。


