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　新宿区矢来町は、江戸時代の小浜藩下屋敷「矢来屋敷」に由来
しています。藩祖酒井忠勝は3代将軍徳川家光から「予の右腕」と言
われるほど、大きな信頼を得ていました。そのため家光の矢来屋敷へ
の御成りは100回を越えています。屋敷内では、庭園や茶室が設けら
れたほか、江戸詰の藩士も居住しており、『解体新書』で有名な杉田
玄白はここで生まれています。本展示では、小浜藩酒井家に伝わった
甲冑、古文書のほか、忠勝ゆかりの茶道具、『解体新書』初版本、矢
来町遺跡の発掘出土品など、多彩な資料の数 を々展示します。

　江戸幕府老中制成立研究の第一人者、藤井讓治氏に
よる講演会。生まれながらの将軍徳川家光と大老酒井忠
勝の親密な関係。最新の研究成果を御期待ください！！

日　時 7月17日（土）～9月19日（日）　9時30分～17時30分（入館17時まで）
	 ※土曜日は夜間開館　20時まで（入館19時30分まで）
休　館 第2・4月曜日（7月26日、8月9日・23日、9月13日）
会　場 新宿歴史博物館　企画展示室
観覧料 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
後　援 小浜市、小浜市教育委員会
問合せ 新宿歴史博物館　☎3359-2131

日　時 8月6日（金）～8日（日）　2泊3日
定　員 40名（多数抽選）
参加料 大人24,000円、中高生6,000円、小学生以下3,000円
申込み 7月3日（土）必着。往復はがき、電話、FAX 3350-4839で
	 記載例（8面）のとおり記入し、文化交流課へ
※宿泊する部屋は、ほかの参加者と相部屋になることがあります
※食事については、バーベキューなどの自炊体験も予定しています
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 7月18日（日）　14時～16時
会　場 新宿歴史博物館
講　師 藤井讓治氏（京都大学大学院教授）
定　員 100名（多数抽選）
申込み 7月2日（金）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。はがき1枚につき1名
	 ※受付時に特別展チケットの提

　示が必要となります（メンバー	
　ズ倶楽部の方は会員証）

問合せ 新宿歴史博物館　☎3359-2131

地元球団東京ヤクルトスワローズを応援しよう！

記念講演会

新宿歴史博物館  特別展
酒井忠勝と
小浜藩矢来屋敷

東京ヤクルトスワローズ・
障がい者招待デー

大老酒井忠勝と
将軍徳川家光

絹本着色酒井忠勝肖像画
万治３年〈1660〉　酒井家蔵

黒絲威桶側二枚胴具足
〈酒井忠勝所用〉

室町時代後期　酒井家蔵

　中央アルプス・南アルプスに囲まれた長野県伊那市でバー
ベキューやキャンプ場での宿泊など、新宿では味わえない大自
然でのプログラムを堪能してください！！
　地域を代表する祭典「伊那まつり」を見学し、内藤新宿ゆ
かりの高遠で歴史博物館をはじめとする文化施設を巡ります。
伊那ならではの感動体験があなたを待っています！

南アルプスの大自然に包まれる夏！

信州伊那体験参加者募集
高原が招く、夏休みの冒険

日　時 7月10日（土）　14時　※雨天中止
会　場 明治神宮野球場（霞ヶ丘町3-1）　席　種 外野指定席
試合内容 東京ヤクルトスワローズVS広島東洋カープ
対　象 保護者・家族・介助者の同伴が可能な区内在住・在勤の障がい者手帳所持者（多数抽

選）。おひとりで観戦できる方、車イス利用の方は必ずお申し出ください
定　員 40名（障がいのある方本人）
参加料 本人は無料。付き添いの方1名につき1,500円
申込み 6月16日（水）必着。往復はがき、電話、FAX 3209-1833で記載例（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	

　障がいのある方に生のプロ野球を楽しんでいただく企画です。神宮
球場で声を出して地元新宿の東京ヤクルトスワローズを応援しよう！

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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　新宿未来特使の「鉄腕アトム」の生みの親
であり、新宿区にゆかりの深い、手塚治虫氏の
数々のアニメーション作品群の中から手塚治
虫氏原案による最後の作品となった「手塚治
虫物語～ぼくは孫悟空」を含む代表作品を上
映いたします。

①小平グリーンロード
　（多摩湖サイクリングロード） 約10km
　緑豊かな井の頭公園一周・ 玉川上水沿い・
グリーンパーク遊歩道そしてサイクリングロード
へ…。

②松涛から目黒川沿いウォーク
　目黒 五反田方面へ　約9km
　代々木公園から山手通りを経て目黒川を下り
ます。

　区内の団体が、全国各地の民踊を披露
します。この機会に、懐かしさあふれる日本の伝
統とその心にふれてみませんか？皆さまお誘い
あわせのうえ、お気軽にご来場ください！

　新宿区牛込地区は、赤城神社や筑土八幡
神社など江戸時代以来の由緒ある寺社が集
まる、有数の史跡めぐりスポットです。江戸切
絵図を見ながら、好評を博している博物館史跡
ガイドボランティアがご案内をします。

　4月28日にリニューアルオープンした佐伯祐
三アトリエ記念館を中心に、落合に住んだ文士
たちの跡をめぐります。博物館史跡ガイドボラン
ティアの解説付きです。

日 7月3日（土）　10時～12時10分 上映作品 	 ①
『手塚治虫物語～ぼくは孫悟空』（手塚治虫原作・
70分・カラー）、②『ジャングル大帝―誕生―』（手
塚治虫原作・24分・カラー）、③『リボンの騎士―
王子と天使―』（手塚治虫原作・30分・カラー）場
新宿歴史博物館　講堂定100名（先着順）申 当日
上映開始30分前から受付開始問 新宿歴史博物
館　☎3359-2131

日6月8日（火）	 	9時集合～12時30分終了予定
集合 井の頭公園　野外ステージ前（JR線	 吉祥
寺駅）解散 花小金井駅前（西武新宿線）問NPO
法人区ウオーキング協会　☎090-3217-4109

日 7月10日（土）　9時30分～（予定）場 新宿文化
センター問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日 7月24日（土）･26日（月）･27日（火）･29日（木）
･30日（金）　全5日※予備日8月2日（月）・3日（火）、
雨天順延 場 落合中央公園野球場（上落合1-2）対
区内在住･在学の中学生で構成されたチーム18チーム
（先着順）料 1チーム800円申 6月7日（月）～25日
（金）にコズミックセンター窓口（9時～17時）備付けの
申込書（HPからもダウンロード可）に記入し、参加料
を添えてコズミックセンター窓口へ 代表者会議	
7月2日（金）19時～コズミックセンター小会議室
主管・協力 区軟式野球連盟・区少年軟式野
球連盟問 学習・スポーツ課　☎3232-5121

日 8月上旬～12月中旬の日曜日・祝日場西戸山公
園野球場（百人町4-1）ほか対 区内在住・在勤の15
歳以上（中学生を除く）の方で構成されたチームまた
は区軟式野球連盟登録チーム（監督･代表者含み
12～20名）　約180チーム 料1チーム2,000円
（別途連盟大会経費11,000円）申 6月26日（土）18
時～20時に、コズミックセンター大研修室へ参加
料と登録者名簿（申込責任者とチーム全員の住所・
氏名・生年月日を記入。形式自由）を持参ください
代表者会議 	7月3日（土）　18時30分～コズミッ
クセンター※欠席の場合棄権とみなします問 区
軟式野球連盟　吉沢☎3207-1786

日7月10日（土）　9時～12時（雨天実施）
見学地予定 	目白駅（集合）～おとめ山公園～落
合秋艸堂跡～佐伯祐三アトリエ記念館～目白
文化村跡～林芙美子記念館（全行程約3.5km）料
400円 解説 新宿歴史博物館史跡ガイドボラン
ティア定 40名（多数抽選）申 6月20日（日）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
館へ問 新宿歴史博物館　☎3359-2131

日 7月3日（土）　9時～12時 見学地予定 	尾崎紅
葉旧居跡～赤城神社～筑土八幡神社～善国寺～
藁店跡～光照寺～大田南畝生誕の地～若宮八幡
神社～牛込見附（約４km）料 400円 解説 新宿歴
史博物館史跡ガイドボランティア 定 80名（多
数抽選）申 6月14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
問 新宿歴史博物館　☎
3359-2131

れきはくシネマサロン
手塚治虫アニメ映画の上映会

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

  区民総合体育大会  新宿区民踊大会

参加チーム大募集
中学生野球大会

区民総合体育大会
軟式野球大会

（兼・第二回軟式野球連盟大会）

第４回「歴史・文化探訪」
江戸切絵図で歩く牛込

落合文化資源ネットワーク
落合文士村めぐり

歴　史 スポーツ

日　時 9月17日（金）　19時開演（21時終演予定）
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演桂　歌丸、春風亭小朝
料　金Ｓ席4,000円、Ａ席3,000円、Ｂ席2,000円、S席

区民割引3,500円（先着200枚）、Ａ席区民割引
2,500円（先着200枚）　

	 ※全指定席。区民割引は窓口発売限定。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

購　入発売初日は、新宿文化センター、コズミックセン
ター、新宿歴史博物館、各窓口にて発売。翌日か
らは、新宿文化センターにて電話予約も可。主催
公演入場券の購入方法（8面）参照

	 ※未就学児入場不可
問合せ文化交流課　☎3350-1141

日　時 7月4日（日）まで　9時30分～17時30分（入館は17時まで）
	 ※6月14日（月）・28日（月）は休館
会　場新宿歴史博物館　企画展示室
問合せ新宿歴史博物館　☎3359-2131 泉鏡花

料 400円（③のみ無料）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

桂
歌
丸

春
風
亭
小
朝

　新宿文化センター恒例イベントである新宿文化寄席。昨年に引き続き、
落語界から押しも押されもせぬ実力派、桂歌丸師匠、春風亭小朝師匠
が登場します! !いつもはコンサートなどでおなじみの当ホールで、古典芸能
「落語」をお楽しみください。テレビなどでは決して見られない本格的な
落語をたっぷりとご堪能いただけます。

桂　歌丸

春風亭小朝

6月7日（月）発売開始

新宿歴史博物館　所蔵資料展

牛込神楽坂の文士たち 無料

　プロ棋士の藤倉勇樹四段が将棋のマナー
や心得を、楽しく丁寧に指導します。その後は、
道場の気分でライバルたちと対戦しよう！

子ども将棋道場

　神楽坂周辺に在住した尾崎紅葉、泉鏡花、北原白秋、島村抱月などの文士の原稿、
著作を展示しています。また、文士、文人たちが好んだ店なども紹介しています。

二 人 会

日 6月16日（水）		9時集合～12時終了予定 集合
代々木公園　原宿門（JR山手線　原宿駅）解散
五反田南公園（JR山手線　五反田駅）問 学習・ス
ポーツ課　☎3232-5121

③いきいきウオーク新宿　約5km
　まだ早い蛍の里 おとめ山公園へ

日 6月22日（火）　9時30分に新宿スポーツセン
ター（大久保3-5-1）集合、12時に区立おとめ山公園
（下落合2-10）で解散予定 対 普段歩く習慣がない
方　定員なし問 区健康推進課健康事業係　☎
5273-3047

日 7月21日（水）　9時30分～12時場コズミック
センター対将棋経験のある小学生（区内在住・在
学の方優先）　80名料 200円協 ㈳日本将棋連盟
申 7月11日（日）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）を記
入し、学習・スポーツ課へ問学習・スポー
ツ課　☎3232-5121

学　習

無料

入場
無料



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。

☎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

 日本語を勉強したいみなさん、ぜひ来てくださ
い！

 日頃の活動で疑問や悩みを感じることはあり
ませんか？ひとりで悩まずに、仲間と一緒に問題
解決に取り組んでみましょう。  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。

　やわらかいボールを使用し、比較的容易で安
全にプレーできるバレーボールです♪子どもから
高齢者まで、おひとりでも、ご家族でもお気軽に
ご参加ください。みんなでLet'sPlay！
※火曜日に行われていたバレーボール教室は、
　ソフトバレーボール教室に変更になります。
　ご了承ください

日 8月9日（月）～8月20日（金）の平日　10時～12
時内 学校生活で必要な日本語の学習場しんじゅ
く多文化共生プラザ対 ①8月25日（水）から区立
小・中学校に編入する小学4年生以上の児童・生徒
②区立小・中学校に通い、まだ日本語が十分でな
い小学6年生～中学3年生の児童・生徒のいずれ
かに該当する方　20名（先着順）料 全10回　500
円（途中から参加しても金額はかわりません）申 7
月26日（月）必着。電話、FAX 3350-4839、郵送で
記載例（8面）のほか、子どもの名前（要ふりがな）、
生年月日、よく使う言葉（いくつでも）、親の名前、
学校名、学年、来日時期を記入し、文化交流課へ
問 文化交流課　☎3350-1141

日①「ノルウェー編」7月16日（金）、②「ボルネオ編」
7月24日（土）　14時～16時（予定）場 ①②新宿文化
センター定どなたでも　①60名②40名料各200円

場 新宿文化センター対 日本語ボランティアとし
て活動中の方　各回先着30名（複数日程の申し込
み可）料 1回500円申電話、FAX 3350-4839、郵
送で記載例（8面）のほか、参加希望日、所属グルー
プがある場合はグループ名を記入し、文化交
流課へ問 文化交流課　☎3350-1141

夏期集中講座
しんじゅく子ども日本語クラス

ボランティア活動のお悩み解消！
夏期日本語ボランティア研修講座

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？

ソフトバレーボール教室！
6月より開始！！

交　流

　区内のスポーツ・文化グループで活動している皆さんに役
立つ、実用的な講座です。またそれ以外の方でも、テーマに
興味がある方ならどなたでも参加できます。

　新宿文化センターの大舞台で日頃の練習成果を発表しませんか！

　近年、炭素14を使った年代測定と年代研究によって、弥生時代の開始が通説より
も500年古かったという説が出され、現在も議論さてれいます。今回は、最新の実年
代論に焦点を当て、2回にわたって講演会を開催します。
　実年代が変わったことにより、縄文時代から弥生時代への変化とその時代像がど
のように変わったのか、研究に与えた影響、年代測定法やその根拠などをわかり易く
解説します。

新宿力
パワーアップ講座

　　　　 出演団体募集
〜近年の研究成果による実年代の変化〜

こんなに変わった弥生時代像

6月7日（月）発売開始

場コズミックセンター　5階中研修室 対 区
内在住在勤の方　各回30名。生涯学習指導
者・支援者バンク登録者優先（多数抽選）　
申 往復はがき、 FAX 3209-1833で記載例

（8面）のほか、①財団の生涯学習指導者・支
援者バンク登録の有無②参加希望講習の番
号を明記し、学習・スポーツ課へ問 学習・
スポーツ課　☎3232-5121

日	10月2日（土）　11時～18時場新宿文化センター　大ホール対主に区内在住・在勤の方で構成
し、定期的に活動するアマチュアのコーラス・楽器演奏団体　30団体程度（コーラス20団体、楽器
演奏10団体程度・多数抽選）※2回の事前打合せ会に必ず参加すること（7月29日（木）、9月9日（木）
両日とも19時～）申7月16日（金）必着。所定の出演申し込み用紙（コズミックセンター窓口、生涯
学習館で配布。HPからダウンロード可）に記入し、郵送、FAX 3209-1833または直接、コズミッ
クセンター窓口へ協区合唱連盟問学習・スポーツ課　☎3232-5121

場 新宿歴史博物館　講堂定 各回60名（多数抽選）料 各500円申 6月22日（火）必着。往復はが
きに記載例（8面）および希望回、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名問 新宿歴史博物館　☎3359-2131

無料

A 世界のハーブの魅力を知ろう！
 ハーブはとても奥が深い！加工貿易（リ・ア
レンジ）国の日本が誇る日本ならではのブレンド・
ハーブやお菓子を味わいながら、最新のハーブ
事情や効能、その免疫性について学んでみる
機会です。

B 韓国料理教室①②「韓国料理を体験しよう！」
　韓国が身近なまち「新宿」ならではの料理教
室シリーズがスタートします。今回は韓国の「ビ
ビンバ」や「冷麺」作りに挑戦します！

日 ①6月23日（水）　10時～12時、②7月７日（水）
19時～21時場 ①しんじゅく多文化共生プラザ②
新宿文化センター対どなたでも　各30名（多数抽
選）料各500円

いずれも10時～12時

日 ①「ビビンバ編」6月30日（水）、 ②「冷麺＋キム
パプ編」7月14日（水）　18時30分～20時30分
（予定）場①②四谷地域センター（内藤町87　四谷
区民センター11階）定どなたでも　各30名料 各
1,200円

国際理解講座

日時 テーマ・内容 講師 締切（必着）

① 6月26日（土）
13：30～15：30

事例から学ぶ事故防止～学習・
スポーツの現場で活かす法学の基礎～
学習・スポーツ指導の場で事故防止のために注意すべき
ことや指導者の責任について学びます。また、個人情報の
取り扱いについても考えましょう。

実践女子短期大学　
教授　日野一男氏

6月20日（日）

② 6月27日(日)
13：30～16：30

仲間と楽しくコミュニケーションできる
学習グループのつくり方
コミュニケーションの活発な雰囲気の良いグループやサー
クルをつくるためにはどうすればよいか実習する講座です。

NPO法人
エコ・
コミュニケーション
センター　代表
森　良氏

③ 7月4日（日）
13：30～16：00

人の心をつかむⅡ チラシのつくり方
仲間を増やすための広報チラシのつくり方について学び
ます。キャッチコピーをよく活かすためのレイアウトを考
えてみましょう。

さいたま
NPOセンター　理事
東　一邦氏

6月25日（金）

④ 7月10日（土）
13：30～16：30

応急救護講習
心肺蘇生法・AEDの取り扱いについて学びます。
※受講後、受講証を発行します
※最小催行人数　20名

日本赤十字社
東京都支部 6月18日（金）

日時 テーマ・内容

① 7月4日（日）
14：00～16：00

「縄文から弥生へ～実年代の変化を踏まえて～」
藤尾慎一郎氏（国立歴史民俗博物館教授）　

② 9月19日（日）
14：00～16：00

「AMS炭素14年代測定法と弥生時代の年代研究」
今村峯雄氏（元国立歴史民俗博物館教授）

生涯学習フェスティバル
音楽・コーラスのつどい

C 環境問題について考える
　「環境先進国・ノルウェーの取組を知る」
　「ボルネオの熱帯雨林再生と
　オランウータンの森」
　地球規模での環境破壊を食い止めるべく、
環境先進国であるノルウェーとマレーシアの取
り組みについて学びます。

日時 内容
講師

東京日本語
ボランティア・
ネットワーク

7月26日
（月）

「外国人を隣人として
支援する」とは？ 林川玲子氏

7月30日
（金） 日本語学習支援とは？ 林川玲子氏

8月3日
（火）

日本語学習支援の
ひとつの方法① 山形美保子氏

8月5日
（木） 自分がしていること 林川玲子氏

8月9日
（月）

支援することは
されること？ 宮崎妙子氏

8月11日
（水）

身近なパッケージを使って
何ができるだろう？ 藤橋帥子氏

8月20日
（金） 地域日本語教室の役割 宮崎妙子氏

8月24日
（火）

日本語学習支援の
ひとつの方法② 山形美保子氏

8月26日
（木）

話題に詰まった時の
解決策は？ 藤橋帥子氏

9月5日
（日）

グループの中に“困った空気”
が流れた時、どうする？ 藤橋帥子氏

9月11日
（土）

日本語学習支援の
ひとつの方法③ 山形美保子氏

9月20日
（月・祝） 多文化共生社会って？ 宮崎妙子氏

日原則火曜日　19時～21時45分場コズミックセ
ンター（事前申し込み不要。券売機にて参加券を購入
し、直接大体育室へお越しください）料 高校生以上
400円、中学生以下100円持 運動しやすい服装･
運動靴協区バレーボール連盟問学習・スポーツ
課　☎3232-5121

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　☎
3350-1141

申A6月15日（火）必着B①6月20日（日）必着
②6月30日（水）必着C7月10日（土）必着。電話、
FAX 3350-4839、郵送のいずれかで文化交流
課へ問 文化交流課☎3350-1141

　「Oh!レガス新宿ニュース5月5日号」
2-3面スポーツの「初級卓球教室2カ月
実践コース」におきまして、“7月25日”に
開催と記載されている新宿区卓球新人・
トップ大会（初級の部）の日程に誤りがあ
りました。
　正しくは“8月22日”に開催される大会と
なります。読者の方ならびに関係者各位に
ご迷惑をおかけしたことをお詫びし、訂正
いたします。	
　また、大会詳細につきましては、区卓球連
盟HP（http://www.shinjukutabletennis.
com/）をご覧ください。
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友好都市児童・
生徒作品交流展
展示作品募集！

   第63回都民体育大会  　　

新宿区小学生野球大会結果報告

区民プロデュース事業実施団体募集

　10月22日（金）～25日（月）に新宿駅西口イベントコーナー
で開催する展示会にあなたの作品を出展しませんか？新宿区の友好都市（ギリシャ
レフカダ町、中国北京市東城区、長野県伊那市）との交流に、ぜひご参加ください。

　区内全域から集まったみんなと一緒にバスケットボールをしよう！ 

　4月11日（日）～5月9
日（日）の間、6日間にわ
たり連日白熱した試合
が繰り広げられた小学
生野球大会。今年度の
大会結果は右記のと
おりです。

　現在、熱戦が繰り広げられている都民体育大会。第63回
大会の新宿区は早くも2種目で優勝を勝ち取っています！

　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・園芸など）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、普段の団体・グループ活動を活かして講座やイベン
トを企画、実施してみませんか。詳細につきましては、コズミックセンター窓口およ
び生涯学習館にある募集要項をご覧ください。 

日	7月3日（土）　10時～12時場コズミックセンター対区内在住・在勤の方　先着70名協市
川愛事務所　リリーフ申 6月7日（月）から受付開始。先着順。電話（平日9時～17時）か受
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
ポーツ課へ問学習・スポーツ課　☎3232-5121

無料

その日”に後悔しないために

お葬式の常識・非常識PART2

　近年、避けては通れない切実な問題と関心を集めるお葬式。誰もが通る道なのに、意外と
知らない葬儀費用の相場やトラブルの原因。自分や家族の為に学んでおきませんか。今回
は新たにセルフプランニング(生前準備)の要点も合わせ、マスコミで活躍の葬儀相談員がわ
かりやすくご説明します。

●事前説明会
　応募される団体を対象に、説明会を行います。希望団体は、前日までに学習・スポーツ課
へ電話かFAX 3209-1833でお申し込みください
日 ①6月15日（火）　19時～、②6月16日（水）　13時30分～
場 コズミックセンター3階大会議室

対区内在住で3歳～15歳（中学生まで）の方作品のテーマ 自由。ただし、マンガ・アニメを題
材にした作品はご遠慮ください 作品の素材・大きさ ①絵画作品…縦横とも1m以内まで。額縁
などは使用しないでください、②書作品…通常の半紙大のもの。または長さ2m以内までのもの
※①②とも展示の都合上、立体物はご遠慮ください申 7月30日（金）必着。提出方法については事前に
お問合せください共新宿区 後　援 ㈶東京都道路整備保全公社問文化交流課　☎3350-1141

日	6月15日～平成23年3月8日の火曜日（ただし、7月20日～
8月中、10月19日、12月21日～1月10日と祝日を除く）　小学
3・4年生：16時30分～17時30分　小学5・6年生：17時30
分～18時30分場	コズミックセンター対	各コース　30名
料	全24回　4,800円申	6月10日（木）先着順。往復はがき
またはFAX 3209-1833（FAXをお持ちの方のみ）に記載例（8
面）のとおり記入し、子ども・地域課へ問	子ども・地域課　
☎3232-5122

1部	 優　勝　西戸山パワーズ
	 準優勝　市谷ブラザーズ
	 ３　位　早稲田ジュニア、いちがやチーターズ
2部	 優　勝　戸塚エコーチャイルド
（4年生以下）	 準優勝　ヤングノーブルズ
	 ３　位　柏木バッファローズB、いちがやチーターズ
女子	 優　勝	 ミルキーズ
ソフトボール

優勝 	水泳男子、スキー男子　問	学習・スポーツ課　☎3232-5121

対区内で活動している生涯学習の自主グループ内初心者を対象にした講座・イベントの企
画と運営 事業期間 下期：	10月～平成23年3月までの10回以内助成金額 1回1万円を限度額
（最大10万円）とし、講座終了後に清算払いとします申 6月30日（水）必着。コズミックセンター
または生涯学習館で配布中の所定の申請用紙に記入のうえ、学習・スポーツ課へ。窓口持参の
み受付（平日9時～17時）※郵送不可問学習・スポーツ課　☎3232-5121

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。

  小学生注目！！

おめでとうございます

＜健康麻雀＞
◦神楽坂麻雀同好会（赤城生涯学習館）	 ☎3356-5970	 山本
◦桜花（戸山生涯学習館）	 ☎3366-2746	 北村
◦麻雀初心者の会（戸山生涯学習館）	 ☎3203-1021	 長谷川
◦戸山麻雀会（戸山生涯学習館）	 ☎090-8345-8026	 瀬
◦やよい会（北新宿生涯学習館）　	 ☎3362-1314	 風間
◦幸太郎塾（住吉町生涯学習館）　	 ☎3376-7824	 松倉
◦西戸山健康麻雀の会（西戸山生涯学習館）	 ☎5330-3554	 早川
◦雀の会（西戸山生涯学習館）　	 ☎3954-2448	 山崎
	＜そば打ち＞
◦蕎遊房そば打ち研修会（北新宿生涯学習館）	 ☎3269-4588	 横山
			http://www7b.biglobe.ne.jp/~kyoyubo/
＜水彩画＞
◦火曜水彩画（住吉町生涯学習館）　	 ☎3204-1373	 小木谷
◦水彩画クラブ（住吉町生涯学習館）	 ☎3200-1428	 丸山

　ライフアップ講座終了後、区内生涯学習館で、仲間になって活動を始めたグルー
プがいくつもあります。一緒に活動をしませんか。詳細はお問い合せください。

ライフアップ講座から、楽しい
コミュニケーションの輪が広がっています。

野菜がおいしい！
名人が教えるぬかみそ作り

レガスガーデニングクラブ　追加募集！

ガーデニング体験会　～夏の草花を彩る～

　我が家の味・おいしいぬかみそ床を作って、野菜をモリモリ食べましょう！
　ぬかみそ床作りの実習と、自作のぬかみそ漬けの試食会を行います。
　市販の漬物の選び方、おいしい切り方、漬物の歴史なども同時に学びます。

　年間を通して季節の花を育て、世話するガーデニング（園芸 ）クラブ。今年度は、5月よ
り大久保スポーツプラザで新規メンバーを募集し、彩りよい花や緑で華やかに飾っています。
　講師による講義で植物の基礎知識を学び、実習で育て方や飾り方などの技術を身に
付けます（状況により苗の持ち帰り可）。

　四谷のまちの、ほっとした空間「新宿歴史博物館」にて、赴きある中庭や、人が集まる玄
関前を彩ります。
　講師による講義で植物の基礎知識の学習と、飾り方などの実習を行ないます。

講前田安彦氏（宇都宮大学名誉教授・㈳全国漬物検査協会顧問）
日	7月13日（火）、8月10日（火）　13時30分～15時30分場北新宿
生涯学習館（北新宿3-20-2）対どなたでも　24名料全2回　1,000
円（別途容器持参）申6月30日（水）必着。往復はがき、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

日	7月9日～平成23年2月4日の原則第2金曜日　10時～ 12時内講義・実習（活動日以外に水
やり当番もあります）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
年を通して水やり等の花のお世話ができる方）　15名料全8回　6,400円（初回に徴収）申6月
24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

日	7月6日（火）　10時～12時30分場新宿歴史博物館対区内在住・在勤の方優先　30名料500
円（直接会場にて徴収）申6月20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

発酵食品の代表格・ぬかみそ漬けをはじめませんか

植物とふれあう生活を始めませんか？

草花の上手な育て方、魅せる飾り方とは

問学習・スポーツ課　☎3232-5121

 開催中！

問学習・スポーツ課　☎3232-5121

活動団体の問い合わせ先



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。

☎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

　

新宿エイサーまつり関連事業 赤ちゃんも一緒にたのしんじゃおう！

6月7日（月）発売開始！！

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6月18日（金）　18時30分
開場　19時開演

演奏 TINGARA日7月16日（金）　18時30分開
場　19時開演

①レイニーシーズンクラシック ②TINGARA in COSMIC

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　

定 先着140名料 1席1,500
円※未就学児入場不可料 6
月5日（土）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
予約か、コズミックセンター
窓口または文化センター窓
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

夏の星座と銀河鉄道の夜 星空コンサート
お待たせしました!夏番組が始まるよ! 6月･7月コンサート
　宮沢賢治の名作 ｢銀河鉄道の夜 ｣ をもとに、美しい夜空
の世界へとお誘いします。主人公ジョバンニは、親友カムパ
ネルラと銀河鉄道に乗り、旅に出掛けますが、いったいどん
な出来事が待っているのでしょうか。
　織姫星に彦星など、実際の空でも楽しめる夏の星座解説
と、ケンタウルス族の、いて座ケイローンのお話もどうぞお
楽しみに!

　毎月大好評のプラネタリウムコンサート。星空の解説も合わせてお楽しみいただけます。

　梅雨の季節が楽しくなるような｢水｣をテー
マにした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
いた美女トリオが登場します。

　沖縄音楽をベースとしたヒーリングユニット
TINGARA（てぃんがーら）が登場!映画『地球
交響曲』のメイン・テーマ曲にもたびたび使わ
れる楽曲は、多くのファンを魅了しています。チ
ケット確保はお早めに！！

　 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/?p=352

　

中文

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/?p=286

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/?p=279

出　演古謝美佐子、石嶺聡子、普天間かおり、
彩風、城南海、琉神、佐原一哉（演出・構成）日
7月31日（土）　15時30分開演 場 新宿文化セ
ンター　大ホール料 一般3,500円、区民割引
3,000円購主催公演入場券の購入方法（8面）
参照（新宿文化センター、コズミックセンター、
新宿歴史博物館、各窓口にて取り扱い）※未就
学児入場不可。区民割引は窓口発売限定。購入
時に、住所のわかる公的機関発行の証明書を
ご持参ください Pコード チケットぴあPコード
108-652 共 新宿区連 新宿エイサーまつり実
行委員会問文化交流課　☎3350-1141

日9月10日（金）　19時開演（21時終演予定）場新宿文化センター　小ホール出　演守屋純子ほ
か料一般3,000円、区民割引2,000円（全指定席）※区民割引は窓口発売限定。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。未就学児入場不可購主催公演入場券の購入
方法欄（8面）参照（新宿文化センター、コズミックセンター、新宿歴史博物館、各窓口にて取り扱
い）共新宿区問文化交流課☎3350-1141

日 6月12日（土）･20日(日)･26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
付定先着150名料高校生以上300円、中学生以下無料

 新宿 音楽イベント情報 

　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、心地よ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。彼女を中心に各出演者が新宿に琉球の

“風 ”を運んでくれます。さあ、あなたも新宿
文化センターに“めんそ～れ”！

日7月22日（木）　11時開演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
団アンサンブル曲　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。チケットご購入時に聴きたい曲のリクエストを募
集中！※曲目は変更になることもございます。ご了承
ください料子ども（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ども料金がかかります購主催公
演入場券の購入方法欄（8面）参照（新宿文化センター、
コズミックセンター、新宿歴史博物館、各窓口にて取
り扱い）問文化交流課　☎3350-1141

　育児でコンサートから遠のいているママ＆パパさん。どうぞ、小さ
なお子さん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。

　早稲田大学、マンハッタン音楽院大学院を卒業し、アメリカ・ヨーロッパでも活躍する
区内在住のジャズピアニスト・守屋純子。彼女を中心としたセクステット（６人編成 ）によ
る豪華な演奏会が新宿文化センターで行われます ！ ！ 秋の夜長、素敵なジャズに酔いしれ
ませんか？

沖縄音楽フェスティバル 音楽のおもちゃ箱

守屋純子ジャズナイト

彩風

石嶺聡子

城南海

発売中

古謝美佐子

日6月27日（日）　9時～12時 見学地予定
日比谷公園（集合）～文部科学省堀石垣～
日枝神社～赤坂見附跡～食違見附跡～四ツ谷見附跡（全行程約3.5km）料400円
解説 新宿歴史博物館史跡ガイドボランティア定80名（事前申し込み、多数抽選）
申6月17日（木）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、新宿歴史博物館へ問 新宿歴史博物館　☎3359-2131

　都心のまん中に残る日本最大の城郭･
江戸城。この江戸の面影を伝える・国指
定史跡「江戸城外堀跡 」の見所をめぐり
ます。博物館史跡ガイドボランティアの解
説付きです。

江戸城外堀まち歩き



6
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

催事によって主催・問合せ先が異なります。お問い合わせの際はおかけ間違いのないようご注意ください。

※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

5日（土） 12：00
新宿区合唱連盟創立30周年
記念合唱祭 「初夏にうたおう」
共同主催 新宿区合唱連盟、新宿未来創造財団

大ホール 全席自由　入場無料 なし ☎3350-1141

8日（火）～13日（日）
8・9・11日　19：00 ピナ・バウシュ

ヴッパタール舞踊団  特別公演 大ホール
S席13,000円　A席11,000円
B席9,000円　		C席7,000円
D席5,000円　		Sペア券25,000円

文化センター窓口、
日本文化財団　ほか

☎3580-0031
12・13日　14：00

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

ミュージカル　アトム
主新宿区、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）

わらび座
関東・東海事務所

☎048-286-8730
25・26日　19：00

22日（木） 11：00
ファミリーコンサート
音楽のおもちゃ箱
主新宿未来創造財団

大ホール

全指定席
子ども（4歳～小学生）500円
中学生以上1,000円
※4歳未満は無料。ただし座席を使用
　する場合は子ども料金がかかります

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

28日（水） 12：15
ランチタイムコンサート　
※3歳から入場できます
主新宿未来創造財団

大ホール 全席自由　入場無料 なし ☎3350-1141

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名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

６
月

７
月

新宿文化センター　大ホール催し物一覧

公益財団法人新宿未来創造財団をもっと知りたい！

vol.1

　平成22年4月1日、「財団法人新宿区生
涯学習財団」と「財団法人新宿文化・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』となりました。
　機能統合とともに公益財団法人となった
新宿未来創造財団がどのような財団なのか
紹介します。
問合せ経営課　☎3232-7701

新しくなった公益法人制度
　従来の公益法人制度には、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性などの問
題点がありました。それらを解決し、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進す
るために、公益法人制度改革が行われ、平成20年12月1日「公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律」が施行されました。それによって従来の公益法人
は新制度移行後5年以内に、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に移行する
ことになりました。

公益財団法人への移行
　公益財団法人となるには、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益目
的事業の比率が50％以上であることや、社員・評議員・理事・監事・使用人など
に対し特別の利益を与えないことなど、18の公益認定基準に照らして、その法人
が公益財団法人としてふさわしいか、公益認定等委員会及び合議制の機関に諮問
し、この結果を受けて初めて認定されることになります。新宿未来創造財団もこれ
らの基準に基づき、公益財団法人への移行認定が行われました。さらにこれらの基
準は、移行後も引続き遵守しているか監督が行われます。

公益財団法人に
なることでの優遇措置

　公益財団法人に対して個人または法人が寄附を行った場合には、税法上の優遇
措置が与えられます。個人の場合は、特定寄附金として一定金額まで寄附金控除
が認められ、法人の場合は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金
算入限度額が設けられています。

公益財団法人ってなぁに？

「どんなお仕事をしているの？」「新しいイベントはあるの？」など、今後も新しくなった公益財団法人新宿未来創造財団のさまざまな情報をご紹介していきます。お楽しみに！

●理事会および評議員会
●規程類の制定・改廃
●事業計画および事業報告
●財務、経理、出納および契約事務
●広報および広聴

財団ロゴマークも
新しくなりました

経営課

●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、
　運動広場などの管理運営
●施設管理に係る全体調整

施設課

●地域観光情報の発信、地域を知ってもらう
　イベント、地域観光案内などの事業
●地域の文化資源ネットワーク事業

観光課

●生涯学習の振興
●プラネタリウムおよび生涯学習館の管理運営
●スポーツ振興および健康づくり振興

学習・スポーツ課

評議員会

理事会

理事長

副理事長

専務理事

常務理事

監事

会計監査人

事務局

新組織図

●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

文化交流課

●地域の歴史の記録保存・普及啓発・指定
　管理施設の運営
●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

●児童・青少年の育成
●総合型地域スポーツ・文化クラブ育成、
　学校施設活用、地域との連携強化などの
　事業および地域コミュニティ活動の促進

子ども・地域課

事務局長

参事

主幹

次長



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。

☎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

　西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）、戸山生涯学習館（戸山2-11-101）の施設・ 設備
改修工事に伴い、下表の期間臨時休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご
協力をお願いします

　毎年夏休み、長野県伊那市高遠町で新宿区の小学5・6年生の一部がキャンプを行ってい
ます。その会場準備・設営作業をしていただくボランティアスタッフを募集します。
　食器洗いや備品の確認などの軽作業が中心ですので、大自然の中でリフレッシュしましょう！

　夏季はプールが大変混み合います。多くの方にご利
用いただけるよう、以下の期間、個人利用（ポイントラ
リー参加者）に時間制限を設けさせていただきます。皆
様のご理解とご協力をお願いします。

職　種コズミックセンタープールの受付
資　格 国籍・学歴問わず　どなたでも
勤務時間 ①7月3日（土）～9月26日（日）の土･日、祝日
	 　②7月20日（火）～8月31日（火）（8月9日（月）は除く）
　　　　	12時～17時30分（1日5時間30分勤務）　※週2回程度から可。勤務日応相談
募集人数 2名程度
選　考書類選考および面接による
勤務場所 コズミックセンター
給与など 時給850円。そのほか1日500円を限度に交通費支給
申込み6月18日（金）17時までに、電話で施設課・採用担当へ。
	 多数の場合、期日前に締切ることもあります
問合せ施設課　☎3232-7701

期　間 7月10日（土）～8月31日（火）および7月・9
月の土・日、祝日

利用時間 2時間　一般400円、中学生以下100円
※利用時間が2時間を超過した場合は、1時間ごとに
一般200円・中学生以下50円がかかります

※幼児用プールは、夏季期間も貸し切りになる日があ
ります。幼児用プールご利用時には、プール開放予
定表をご確認のうえ、ご利用ください

問合せ施設課　☎3232-7701

問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

日　時 7月18日（日）～21日（水）		3泊4日
場　所長野県伊那市高遠町藤澤千代田湖ほか
対　象区内在住・在勤・在学の18歳以上（高校生不可）で、心身ともに健康な方　2～3名
	 ※応募多数の場合、書類にて選考いたします
作業内容 	タープなど設営、キャンプ場内用品整理･清掃、薪割り体験など
支給金額 	1日あたり3,000円。宿泊費・食事代は当方負担
ボランティア保険 	ボランティア保険への加入を必須とします。未加入の方は支給金額より天引きで加

入していただきます
申込み6月30日（水）必着。郵送または持参で、市販の履歴書に写真を貼り付け、応募動機、ボラン

ティア保険加入の有無を記入し、子ども・地域課へ
問合せ子ども・地域課　☎3232-5122

西戸山生涯学習館・戸山生涯学習館
工事に伴う休館のお知らせ

キャンプ場準備設営ボランティアスタッフ募集

コズミックセンタープール
夏季ご利用時間の制限について

夏季限定！プール受付アルバイトの募集

施設名 部屋名 休館期間（予定）

西戸山
教養室 7月17日（土）～11月上旬

和室　講習室　視聴覚室 8月1日（日）～11月上旬

戸山
ホール　ワークルーム
学習室A　学習室B　学習室C 10月4日（月）～11月末

和室　学習室D 10月4日（月）～12月末

　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？

漱石派？紅葉派？
～神楽坂で文学散歩～

超高層のまち
～新宿に残る歴史を訪ねて～

お岩さまから
追い出しの鐘まで

神楽坂
新宿駅
周辺・四谷 四谷

　文豪夏目漱石・尾崎紅葉・泉鏡花ゆかりの地を訪れます。一味違っ
た神楽坂の魅力をぜひ。
所要時間 	2時間　距離：2km
コース例 飯田橋駅西口→神楽小路→神楽岸→うを徳→寺内→

赤城神社→芸術倶楽部→尾崎紅葉旧居宅→和良店亭→
相馬屋→田原屋→毘沙門天→神楽坂通り→見番→芸者
小道→理大近代科学資料館→泉鏡花旧居宅跡ほか

申込期日 実施希望日の1週間前まで
料　金 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
ガイド団体 NPO法人粋なまちづくり倶楽部

　高層ビル、繁華街、人の波…。普段通り過ぎていた街並みの意外
な歴史に迫る新宿・四谷今昔散歩。
所要時間 	3時間　距離：6km
コース例 新宿駅→都庁展望台→歌舞伎町→花園神社→ゴール

デン街→成覚寺→正受院→太宗寺→大木戸門跡→玉川
上水水番所跡→新宿御苑駅ほか

申込期日 実施希望日の１週間前まで	
料　金 1～10名4,000円、11名以上は1名につき400円追加
ガイド団体 NPO法人東京シティガイドクラブ

　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。
所要時間 	２時間　距離：５km
コース例 千駄ヶ谷駅→玉川上水の別れ水跡→多武峯・内藤神

社→野口英世記念館→田宮稲荷のお岩さん・陽運寺の
於岩さん→長善寺（笹寺）→斎藤茂吉ゆかりの地→四谷
大木戸→太宗寺→成覚寺→正受院→天龍寺→新宿駅　
ほか

申込期日 実施希望日の10日前まで	
料　金 1～ 10名4,000円、11名以上はご相談ください
ガイド団体 江戸東京ガイドの会

新宿まち歩きガイドツアー
新宿
再発見 ※ご参加の際には、事前予約が必要です。以下のおすすめコースのほか、

　ご要望にもお応えします
※なお、ガイドとの日程調整のため、数日必要です

まち歩きガイドおすすめコース

申「新宿まち歩きガイド申込用紙」（HPよりダウンロー
ドまたは新宿歴史博物館、コズミックセンターなどで配
布）に必要事項をご記入し、FAX 3359-5036
で観光課へ問 観光課　☎3359-3729

6月24日（木）まで

新水会・水彩画展

6月25日（金）～7月22日（木）

デイサービス
ハミッツ・楽筆展

6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

バイオのたまごでは実験を通して、考える力、
応用する力、表現する力を養います。

科学の楽しさをバイオのたまごで見つけて下さい

＊夏休み特別コース（７,８月各３日間）・サマーキャンプ（８月）申込受付中！＊

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

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。

は、レガス新宿の
ホームページから申し込み可。

音　楽

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

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

♪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

歌・ジャズ・ポップス・日本の曲もOK！
体操　発声　ピアノ伴奏で　P＋カラオケの
日もあり　高田馬場他　ARmuｓiｃ	3368-7318

「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

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

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

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	7月17日	出場者募集
すみだトリフォニ―小ホール	後援：東京都
KOSMA音楽愛好会　☎078-646-9001

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

端唄・俗曲・三味線教室　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

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

楽しいコーラス・ピアノ・歌
若者からシニアまで、楽しくハモりましょう		
ポップス・シャンソン・ジャズ・童謡	
ピアノ・歌　個人指導も募集中です		
指導　桐朋音大卒　板井貴子☎3207-7592

アート・工芸

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6月開講（木）＆トールペイント
（火）各教室体験あり詳細☎03-3202-1823

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
主宰：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

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℡090-7282-0950

陶芸教室（土・暮らしを楽しむ会）
初級者募集　毎週木曜日18:00～21:00
住吉町生涯学習館（月会費3,500円）
アートライフ小島	3時以降	TEL03-3389-7927

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

フラワーアレンジメント＆園芸
講師免許取得・子供連可　￥2000／1回
納戸町・アート大橋　☎03-3268-4518
http://www16.plala.or.jp/hana-kyoositu

和紙ちぎり絵　講習会のお知らせ　新宿教室
色紙にひまわりを咲かせましょう　2時間で
完成　TEL03－6855－2121　毎週水・木・金
お電話下さい地図入案内ハガキを送ります。

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
４０代～８０代ゆっくり英会話　月6800円	
グループ・旅行・日常会話　曙橋駅１分　
LIG33554471wwwlig.co.jp個人3150～

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（3984）1180

グループ・個別指導で確かな実績
●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7350円～　下落合・高田馬場駅3分
英会話サロン・アオキ　℡3365-1265

♪洋書絵本で楽しく英語♪（火/金）@四ツ谷
6ヶ月～大人まで	クラス別	(月3000円～)
CDのかけ流しと絵本の暗唱で活きた英語を!
英語が自然と口から出てくるようになります
マミーズイングリッシュクラブ09035495375

上海エキスポボランティア参加しませんか
説会：和音源比研東邦音大（大塚）規条件問　
合3954-8721　募期間2010.6.30

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円/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

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

【中国語広場】話す・聴く・中国の最新事情を
取り入れ、月3回（水）10時～12時【元気館】
西早稲田１分　月５千円　080-5437-4406まで

小・中学生　国際英検・ヒアリング強化
小4～￥5000～/月　体験有　tel:3954-8721
ICCE目白　落合南長崎　中井他

スポーツ・健康

初めての方々にスポーツ合気道の教室です。
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
6月13,27	7月18,25各日曜17:00～18:30軽装で可
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

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

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

「フットサル教室のご案内」（16才以上）
日時：6/12・26、7/10・24（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

ソフトテニス　会員募集
毎週日曜日　区内テニスコート(HＰ：
http://www5.ocn.ne.jp/~aquaaqua/yotei
に日時と場所掲載。￥年5,000円。
問合せ：小泉℡080-1111-1457

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

ベビーマッサージ☆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.ne.jp/~room1s/index.html

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

結婚
真剣なあなたの結婚活動（婚活）
真心込めてお手伝いします。初婚、再婚可
ブライダル六本木　03-5996-4522

　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）
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！

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）

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。


