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時　間Ａコース：9時30分～11時30分、Ｂコース：
14時～16時　全4回

会　場コズミックセンター
対　象区内在住・在学の小学１～４年生（保護者同伴）

各コース30組
参加料全4,000円
共　催 NPO法人子ども･宇宙・未来の会
	 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇

宙教育センター
申込み 8月25日（水）必着。往復はがきに記載例（8面）の

ほか、希望コース・学校名・学年・保護者氏名
を記入し、子ども・地域課へ。FAX受信可能な方
はFAX 3209-1833でも申し込みいただけます

	 ※締切日以降のお申込みについてはお問合せく
　ださい

問合せ子ども・地域課　☎3232-5122

宇宙の学校
　親子で科学にふれる ｢宇宙の学校｣ を開催
します。月1回、全4回にわたるスクーリングで
は、工作や実験などのおもしろいプログラム
が満載です。また、ご家庭でもできる実験な
どを写真やイラストで説明したテキストを毎回
配布します。親子で科学を楽しもう。

プログラム内容

子ども未来講座

日　程 内　容
第
１
回

9/11
（土）

開校式、的川先生ミニ講演
みんなで金星を観察しよう！
（金星の話と観察スタンド作り

第
２
回

10/23
（土）

鏡の世界　工作
①紋きり遊び②万華鏡

第
３
回

11/27
（土）

①風見鶏をつくろう
②ストローロケットを　
　作って遊ぼう

第
４
回

12/18
（土）

熱気球を飛ばそう（予定）
閉校式
（学習レポート発表会）

5月に打ち上げられた金星探査機｢あかつき｣
ⓒJAXA

９月２０日（月・祝）はみんなで国立競技場に大集合 ！ 
RUN ！ RUN ！ RUN ！

時　間受付：7時30分～8時30分
	 　　　8時30分～10時30分（予定）
対　象 2kmを30分以内で走る事ができる方
	 先着500名
参加料 500円
申込み 8月31日（火）必着。コズミックセンター窓口備付け

の申込用紙に記載例（８面）と申告タイムを記入し、
参加料を添え学習・スポーツ課へ

問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

　事前に申告したタイムを目指し２ｋｍのコースを走ります。 そのタイムに最も近い人が優
勝です。全ての選手にチャンスあり ！

新宿トリムマラソン

そのほか、陸上競技大会、ピポ・ユニバーサル駅伝が同日開催!
詳しくは5面をご覧ください。

　映画音楽、ＣＭ・ＴＶのクラシック音楽か
らオリンピックをわかせたあの名曲まで。誰も
がきっと耳にした美しい音楽を心ゆくまで…

～ラジオの時間～

日　時 10月20日（水）　14時30分開演
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
	 アンサンブル　嶋﨑裕美（ソプラノ）
曲　目映画「ライムライト」～エターナリー、虹の彼方に、サウンド･オブ･ミュージック　ほか
料　金子ども（４歳～中学生）500円、中学生以上1,000円（全指定席）。乳幼児は入場不可。お

子さまは静かに鑑賞いただけることが条件となります
購　入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）。Pコード113-304
問合せ文化交流課　☎3350-1141

名曲プロムナード
コンサート

応 募 資 格 次の条件を全て満たす方
	 ◦第1次審査通過後、ファッション製品の実製作が可能な方
	 ◦最終審査会当日に審査会場に来ることができる方（交通費、宿泊費は個人負担）
応 募 規 定 ◦芸術性やファッション性に加えて、環境に配慮されたデザインであること
	 ◦未発表のレディス向けオリジナル作品であること
	 ◦シーズンは問いません
申　込　み 9月17日（金）必着。応募点数は1人につき5点まで。B4サイズの画用紙（縦364mm×横
	 257mmを縦に使用し、必ず彩色を施したデザイン画で応募。	1点ごとに作品の余白に
	 バックスタイル、裏面に必要事項を記入した所定の応募用紙を貼付し、文化交流課ま
	 で郵送。応募要項は文化センターはじめ区内公共施設で配布のほか、HPよりダウン
	 ロード可
第 1 次 審 査 9月下旬　最終審査会 12月23日（木・祝）　新宿西口イベント広場
問合せ文化交流課　☎3350-1141

新宿モード
ファッション2010

12月開催のファッションショー
出展デザインを大募集！！

テーマは「Shinjuku彩都（サイト）」

　さまざまな国・文化・年代・シチュエーションの人々が
行き交う街《新宿 》。《新宿 》を彩るファッションを自由な
発想で創りだして新宿の魅力を発信しましょう。

昨年度グランプリ受賞作品

下段は広告スペースです。お問合せは直接広告連絡先まで　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。



2
日	＝日時　場	＝場所　対	＝対象　定	＝定員　料	＝費用、参加費、入場料など　講	＝講師　申	＝申し込み　
持	＝持物　内	＝内容　購	＝購入　展	＝展示　主	＝主催　共	＝共催　協	＝協力　連	＝連携　問	＝問い合わせ

夏休みはプールで元気に泳ごう ！ 区立小・中学校のプールを開放します。

学　　校 開　放　日　程
牛 込 仲 之 小 開催中～8月10日（火）
落 合 第 五 小 開催中～8月12日（木）
富 久 小 開催中～8月 6日（金）
西 戸 山 小 開催中～8月13日（金）
四 谷 第 六 小 開催中～8月 7日（土）
落 合 第 四 小 開催中～8月 8日（日）
天 神 小 8月 5日（木）～20日（金）の平日のみ
柏 木 小 8月 5日（木）～18日（水）
落 合 第 六 小 8月 6日（金）～23日（月）
愛 日 小

8月 7日（土）～20日（金)四 谷 小
花 園 小
花 園 小(夜 間)
戸 塚 第 一 小 8月 7日（土）～13日（金）戸 塚 第 二 小
大 久 保 小 8月 9日（月）～19日（木）
落 合 第 三 小 8月 9日（月）～23日（月）
落 合 第 二 小 8月10日（火）～23日（月）
余 丁 町 小 8月13日（金）～19日（木）
津 久 戸 小 8月16日（月）～22日（日）
江 戸 川 小 8月17日（火）～23日（月）戸 山 小
新 宿 中 開催中～8月22日（日）の土日のみ
西 早 稲 田 中 開催中～8月21日（土）の土日のみ
落 合 中 8月 9日（月）～15日（日）

学校プール開放
開放時間午前：10時～12時
	 午後：13時～15時

※牛込仲之小・花園小・落合第三小の午後は16時まで
開放

※花園小学校のみ、18時～ 20時も開放
※受付は終了30分前まで

開放校・日程別表
対 象区内在住・在勤の方、区内小・中学校在学の方、区民

と同伴の方
※未就学児のご利用の際は、オムツがとれていること、
20歳以上の保護者同伴が必要です。お子さんととも
にプールに入り、常に付き添ってください。（保護者
１名に対し、子ども２名まで入場可。親子の場合も
同様です）保護者の方自身の申込みも必要です

※小学３年生以下が中学校のプールを利用する場合
と、中学生以下が花園小学校の夜間を利用する場合
は、20歳以上の保護者同伴が必要です（保護者１名
に対し、子ども２名まで入場可。親子の場合は、子ど
もの人数は問いません。未就学児の利用は、上記と
同様です）

利用方法開放中に各学校受付で直接受け付けます。2回目以降
は入場証を受付に提出してください

	 〔中学生以下〕備付けの申込書と保護者承諾書に記入・
押印のうえ提出

	 〔高校生以上〕区内在住・在勤が確認できるもの（健康
保険証・運転免許証など。コピー可）を提示し、備付け
の申込書に記入のうえ提出。区民と同伴の区外の方が
利用する場合も、利用する方の住所が確認できるもの
（健康保険証・運転免許証など。コピー可）の提示が必
要です

諸 注 意①利用者の不注意によるプール内のケガなどは、各自
の責任となります。保険の適用はありません。②プー
ル内では水泳帽着用が必要③混雑時入場制限あり④悪
天候などの場合は開放中止⑤自動車・自転車での来場
は禁止

	 ※詳細は申込書をご覧ください
問 合 せ子ども・地域課　☎3232-5122

　江戸幕府創成期の政治と茶の湯の関係に関する最新の成果「幕府の茶道師範・小堀
遠州と酒井忠勝の関係」を解き明かす講演会です。

　8月18日を境に展示資料の一部展示替えを行います。4代徳
川家綱の自筆御内書や杉田玄白の肖像画（複製 ）を展示しま
す。お楽しみに。

新宿歴史博物館　特別展開催中　　　

記念講演会

酒井忠勝と
小浜藩矢来屋敷

酒井忠勝と小堀遠州の茶

日　時 9月19日（日）まで　9時30分～17時30分（入館17時まで）
	 毎週土曜日夜間開館　20時まで（入館19時30分まで）
	 休館日第2・4月曜日（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
協　賛日本通運株式会社　日本興亜損害保険株式会社
問合せ学芸課　☎3359-2131

日　時 9月5日（日）　14時～16時
会　場新宿歴史博物館　2階講堂　
講　師深谷信子氏（専修大学講師）
定　員 100名（多数抽選）
申込み 8月20日（金）必着。往復はがきに記載例（8面）のとおり記

入し、学芸課へ。はがき1枚につき1名まで
	 ※受付時に特別展チケットの提示が必要（使用済みの半券	

	 可。メンバーズ倶楽部の方は会員証）
問合せ学芸課　☎3359-2131

高麗茶碗
銘「花散里」　徳川美術館蔵

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

無料

無料

考古学講演会　第2回
こんなに変わった弥生時代像
～近年の研究成果による実年代の変化～

　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
されています。最新の実年
代論に焦点を当て、年代測
定法やその根拠、研究に与
えた影響などをわかりやすく
解説します。

　新宿歴史博物館から写真提供を行った「新宿今昔もの
がたり」発行を記念し、講演会を行います。
　江戸の「宿場町」内藤新宿から、戦後の「副都心」新宿
まで、日本一の繁華街となった新宿の歴史には、時代を彩
る独自の文化が流れていました。
　文化芸能史に詳しい著者・本庄慧一郎氏が、本には書
ききれなかったエピソードを交え、新宿の文化と芸能などに
ついて講演します。

日　時 9月19日（日）　14時～16時
講　師「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）
会　場新宿歴史博物館２階講堂
定　員 60名
入場料 500円
申込み 9月14日（火）必着。往復はがきに記載例（８面）のとおり

記入し、学芸課へ
	 ※はがき1枚につき1名まで
問合せ学芸課　☎3359-2131

日　時 	9月11日（土）　14時～15時30分
会　場新宿歴史博物館　2階講堂
講　師本庄慧一郎氏（作家・脚本家）
定　員 100名
申込み 8月27日（金）必着。往復はがきに記載例（8面）のとおり

記入し、学芸課へ　※1応募につき、1名まで
共　催東京新聞
問合せ学芸課　☎3359-2131

文化講演会
「新宿はいつでも思春季」

「新宿今昔ものがたり」
本庄慧一郎著

平成23年1月30日（日）
　国立競技場をスタートフィニッシュとする新宿シティハーフマラソ
ンでは、隣接する明治公園などで「新宿力」を結集した大イベント
を開催します!
　新宿の特色を盛り込んだ、カラダもおなかもあたたまる各種出
店や地場産業の伝統工芸品販売、関連地域の物産展、体験コー
ナーなど、おいしさ楽しさ盛りだくさんのどなたでも楽しめるイベン
トです。皆さんの力で、一緒にマラソン大会を盛り上げませんか？

Ⓐイベント出店（展）
　大会当日、沿道整理員や受付など、
大会運営のお手伝いをしていただける
方を募集しています。走らなくても参
加はできます。この大会にあなたの力
を貸してください！

Ⓑボランティアスタッフ

日　時平成23年1月30日（日）
	 	9時～14時30分（予定）
会　場 都立明治公園･国立霞ヶ丘競技

場（霞ヶ丘町、渋谷区千駄ヶ谷）
問合せ新宿シティハーフマラソン
	 実行委員会事務局
	 （新宿未来創造財団内）　
	 Ⓐ	☎3359-3729
	 Ⓑ	☎3232-5122

第9回

イベントアトラクション出店（展）
マラソンボランティアスタッフ

ランナーエントリーの詳細は
9月号でお知らせします

大募集 募　集明治公園…30団体、国立競技場・場外スペース…若干
募集枠 1ブース（5.4×3.6m以内）、2×3間テント1張りまたはケータリ

ングカー1台。飲食販売ケータリングカーは明治公園のみ
参加料明治公園1ブース20,000円、国立競技場1ブース105,000円～、

テントなど大型機材借用団体は実費相当（他団体と共同利用も
可）。そのほか特別な機材などが必要な場合は実費負担とします

申込み 10月31日（日）必着。所定の申込書（HPよりダウンロード可）
を記入のうえ、事務局へ

	 ※応募多数の場合、新宿シティハーフマラソン実行委員会事
　務局により、選定いたします

対　象 16歳以上の方
時　間 7時50分集合、14時30分解散予定
	 ※配置場所によって異なります
活動内容 沿道整理員・受付・クローク係

など
申込み 11月26日（金）までに電話（20時まで）

またはFAX 3209-1833で、氏名・年
齢・住所・電話番号を新宿シティハー
フマラソン実行委員会事務局へ
※インターネットでの申し込みも可。
　記念QUOカード・お弁当
　支給あり



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

3このマークのある講座などは、ホームページからの申し込みが可能です。

　

料1席1,500円　※未就学児入場不可申 8月5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時に電話予約か、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
お盆休みはプラネタリウムへ !
　夏は話題のプラネタリウムへ! 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。夏の大三角、さそり座など実際の空でも楽しめる夏の星座解説や、
ケンタウルス族･いて座ケイローンのお話も上映します。8月28日からは秋番組が開始。どち
らもお楽しみに。

日夏番組　8月6日（金）・7日（土）・8日（日）・11日（水）・13日（金）・14日（土）・15日（日）・18日（水）・
22日（日）　秋番組　8月28日（土）　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

 ①絵のある音楽  ②土井啓輔お月見尺八コンサート

　「絵のある音楽 ｣と題し、おしゃれで可愛
らしいクラシックコンサートをお届けします。
星空を見上げながら、物語が浮かぶような
音楽をお楽しみください。

　9月といえばお月見 ! 星空コンサート初の尺
八コンサートをお届します。輝く月を見上げな
がら新進気鋭の尺八奏者・土井啓輔氏の凛
とした音色と世界観をお楽しみください。

星空コンサート
8月・9月コンサート
　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。　

出演ピアノ　新川奈津子、クラリネット三重
奏　Le	corail	blanc（小飼友規子、誉田未季、瀬
戸口友麻）、フルート　佐藤愛、語り・パーカッ
ション　長澤彩日 8月20日（金）　18時30分開
場　19時開演

演奏 尺八　土井啓輔日 9月17日（金）　18時
30分開場　19時開演

　マウスってなに？という初心者から、パワーポイントやホーム
ページ作成まで。WindowsXP、WindowsVista対応。超初
心者でもわかりやすく安心。ノートパソコンなら持込み可能。難
易度を☆（初級）～☆☆☆（応用）で表記。
※10月以降の予定は次号に掲載します

土
パ
講

曜
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習

日
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ー

秋から始めてみよう！

☆パソコンほんとに初めて入門  　　　　　　　　　　　　　
ワード～インターネットつまみ食い
　マウスの動かし方や文字入力、インターネットの初歩まで、パソ
コンの初心者の方にパソコンの楽しさをお伝えする講座です。
A　8月28日（土）　10時～16時30分
全1回　4,500円　テキスト代別

☆☆ワード初めて　基礎まるわかり
　文字入力や字体の変更、絵の入れ方などを覚えて、町内会のチラ
シやお知らせを作れるようになります。
B　９月11日（土）　10時～16時30分
全1回　5,000円　テキスト代別

☆☆エクセルはじめて基礎まるわかり
　データ入力やグラフ作成に便利なエクセルを基礎から学びます。
簡単な家計簿も自分で作れるようになる講座です。
C　9月25日（土）　10時～16時30分
全１回　5,000円　テキスト代別

☆☆☆もっとワードを活用してみよう
　ワードを使って新聞やラベルの作成、DMの作成など、もっと便
利に楽しく活用する方法を学びます。
D　10月2日（土）　10時～16時30分
全1回　6,000円　テキスト代別

☆☆☆エクセルしっかりマスター　応用編
　エクセルの応用をしっかり学び、シート間の連携やピボットテー
ブル、ショートカット機能など、実務で使える便利技もたっぷり！
E　10月30日（土）　10時～16時30分
全１回　6,000円　テキスト代別

☆☆☆パワーポイント一日でまるわかり
　パワーポイントの基礎から書類作成まで、一日でしっかり学習
する講座です。
F　９月４日（土）
G　10月16日（土）
いずれも10時～16時30分　全1回　6,000円　テキスト代別

☆☆☆ホームページを作ってみよう
　難しそうに見えるホームページ、ソフト（ホームページビルダー
14）を使って簡単に作ってみませんか。インターネットがもっと楽
しくなります。
H　10月9日（土）　10時～16時30分
全１回　6,000円　テキスト代別

☆☆☆インターネットでツイッターにも挑戦
　話題のTwitterやネットショッピングに挑戦、インターネットの
検索方法を磨く！趣味も広がるパソコンテクニックを学びます。
I　10月23日（土）　10時～16時30分
全１回　6,000円　テキスト代別

場パソカレッジ高田馬場（高田馬場駅徒歩1分）対区内在住･在勤の方
優先　各コース13名申	8月19日（木）必着。往復はがきに記載例（8面）
のほか希望コースを記入し学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXがある
場合はFAX 3209-1833でも受付可。最少催行人数7名（応募
多数の場合は抽選）問学習・スポーツ課　☎3232-5121

「写真展」作品募集

国際理解講座

文化の祭典　生涯学習フェスティバル

　みなさんの作品で新宿を彩ってください（表彰あり）。

新宿人on ステージ in スポレク

無料

美しく見せるポイントが解明されました!先着で託児付!

「キレイ」を続ける  下着選び

日	9月11日（土）　10時～12時場戸塚地域センター（高田馬
場2-18-1）対区内在住・在勤の女性の方　先着45名　※生
後6カ月～未就学児に限り、先着5名まで無料託児協株式会
社ワコール申	電話（平日9時～17時）で学習・スポーツ課へ。
託児希望の方は必ずお知らせください問学習・スポーツ課
　☎3232-5121

日	10月11日（月・祝）　10時～15時（予定）場	コズミックセ
ンター申	8月30日（月）必着。コズミックセンターなどの窓口
で配布の所定申込書（財団HPからもダウンロード可）に記入
のうえ、学習・スポーツ課へ　※併せてデモCD（DVD、MD	
も可）をご提出ください。応募多数の場合、出演団体の選定
を行います問学習・スポーツ課　☎3232-5121

日8月28日（土）　13時30分～15時（予定）場コズミックセン
ター　3階大会議室対どなたでも　40名料200円締切 8月
20日（金）必着

ライフスタイルから体感する
海外のエコツーリズム事情
　使い捨て消費文化を改め、新しい価値観を見出そう！
今回は海外での体験を通じてCO2削減などの「エコツー
リズム」を推奨するリボーンの取り組みを学びます。

　ご自分の年齢や体型にあった下着を身に付けていま
すか?また、10年後も今の体型を維持する準備はしてい
ますか? 研究実績45年のワコール人間科学研究所の
データが最新情報を更新。加齢による体型変化の現実
が解明されました。年齢を重ねる前に覚えておきたい正
しい下着選びや着用法、基本的なお手入れなど、女性
のための講座です。先着順で嬉しい無料託児付です。

展	11月19日（金）～12月5日（日）　9時～18時（最終日17時ま
で）場	コズミックセンター募集内容	テーマ自由。1人2点ま
で。組写真は3枚組までの1作品。パソコンなどの画像処理
を施したものは申込み用紙に明記のこと。カラー／白黒／
セピアなど。サイズは四切（ワイド含む）・六切・A4（210×
297mm）対区内在住・在勤の方および生涯学習館で活動

しているアマチュアの方の自作、未発表作品申 10月25日
（月）必着。作品にコズミックセンター、各生涯学習館窓口
で配布の申込書を添えて郵送（返信切手同封）または直接コ
ズミックセンター窓口へ（HPより申込書をダウンロード可）
問学習･スポーツ課　☎3232-5121

　コズミックセンターで開催する体育の日
の一大イベント「スポレク」。この日の特設

ステージを彩る出演者を大募集 ！ バンドやダンス・漫
才・コントなど、表現ジャンルは問いません ！ 大勢の観
客が見守る舞台で、練習の成果を爆発させましょう ！

日 9月11日（土）　16時～18時（予定）場コズミックセンター
3階小会議室対どなたでも　25名料 200円締切 9月1日
（水）必着

国際医療団の取組と
ボランティアの役割
　「医療の届かないところに医療を届けること」を基本
理念に、東南アジアで医療活動を行った経験を大村
和弘氏（東京慈恵会医科大学医師）にご講義いただきま
す。地域活動におけるボランティアという視点を学んで
みませんか。

日①ブータン理解講座　8月28日（土）　16時～18時（予定）、②
ブータン料理教室　9月8日（水）　18時30分～20時30分、③
ブータン民族衣装体験9月25日（土）　18時～20時場①コズ
ミックセンター3階大会議室、②四谷地域センター（内藤町87　
四谷区民センター11階）、③しんじゅく多文化共生プラザ対①
③どなたでも　40名、②区内在住・ 在勤の方　20名料①
③200円、②1000円締切①8月20日（金）必着、②8月30日
（月）必着③9月17日（金）必着

ブータンの魅力に触れようシリーズ
　①ブータンの成り立ちと文化の紹介、②ブータン料理
に挑戦 ！、③ブータン民族衣装をまとってみよう ！
　東洋の神秘を魅力的に感じられる国、ブータン。極端に
情報が少ないブータンについて、その魅力を体験します。

日①台湾茶芸講座　9月25日（土）　14時～16時（予定）、②台
湾料理教室　10月20日（水）　18時30分～20時30分、③台
湾スイーツ教室　11月17日（水）18時30分～20時30分場
①新宿文化センター和会議室、 ②③四谷地域センター（内藤
町87　四谷区民センター11階）対区内在住・在勤の方　①
30名、②③20名料①800円、②③各1000円締切①9月15
日（水）必着、②10月10日（日）必着、③11月5日（金）必着

身近な外国「台湾」の
魅力に触れようシリーズ
　①美味しく楽しく、台湾茶芸を体感しよう!②かんた
ん台湾家庭料理に挑戦! ③台湾土産の定番!鳳梨酥

（パイナップルケーキ）作りに挑戦!
　親日家のもっとも多い外国「台湾」。その魅力を台湾茶、
台湾家庭料理、そして台湾スイーツの「鳳梨酥」などの試
食を通して、満喫しませんか？

申往復はがき、電話、FAX 3350-4839に記載例（８面）
のとおり記入し、文化交流課へ問文化交流課
☎3350-1141

出演
者

大募
集！！

場コズミックセンター　8階プラネタリウム　問学習・スポーツ課　☎3232-5121
※途中入退場不可　
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ランチタイムコンサート

　国立音楽大学出身のメンバーが、 夏の終わりをさわやかなフルートとピアノの音色
で締めくくります。

日　時 8月31日（火）　12時15分～45分（入退場自由）　※3歳から入場できます
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演 Ayla-アイラ
	 薄田真希（フルート）
	 小林優香（フルート）
	 大槌祐紀子（ピアノ）
予定曲朝のすがすがしさ／E.グリーグ、浜辺の歌
	 ／成田為三、モルダウ／B.スメタナ、ほか
問合せ文化交流課　☎3350-1141

無料

【～フルート二重奏＆ピアノAyla-アイラ-音の遊園地～】

Ayla

新宿音楽
イベント情報

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

28日（土）
29日（日）

28日　18：00
29日　14：00

第16回　新宿区民オペラ
ラ・ジョコンダ
主　催新宿区民オペラ

大ホール 全席自由　5,000円

文化センター
チケットぴあ
☎0570-02-9999
［Pコード104-702］

新宿区民
オペラ事務局
☎3952-7894

30日（月） 19：00

レネゲイズ・スティール・
ドラム・オーケストラ
主　催テレビ朝日／カンバセーション
共　催新宿未来創造財団

大ホール
S席6,500円、A席5,500円
※未就学児入場可
　3歳以下膝上無料

文化センター
チケットぴあ
☎0570-02-9999　［Pコード105-544］
ローソンチケット
☎0570-084-003　［Lコード70873］
CNプレイガイド
☎0570-08-9999

カンバセーション
アンドカムパニー
☎5280-9996

31日（火） 12：15

ランチタイムコンサート　第97回
～フルート二重奏＆ピアノ
Ayla -アイラ-音の遊園地～
※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 文化交流課
☎3350-1141

８
月

新宿文化センター　大ホール催し物一覧

第16回
新宿区民オペラ

レネゲイズ・スティール
ドラム・オーケストラ

早稲田大学交響楽団
秋季演奏会

　イタリア歌劇の世界にみなさまをご招待します。

　魅惑のカーニバル ！ カリブ海に浮かぶトリニダード・トバゴの音楽をお楽しみください。

ポンキエッリ作曲　歌劇「ラ・ジョコンダ」（原語上演・日本語字幕付）

区民200名ご招待！

区民200名ご招待！

区民各日
50名
ご招待!

日　時 8月28日（土）　18時開演
	 29日（日）　14時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演宮松重紀（指揮）／新宿オペラ管弦楽

団、新宿オペラ合唱団／福田玲子、東
小野修（28日）／丸山恵美子、土師雅
人（29日）		ほか

申込み 8月18日（水）必着。往復はがき1枚につ
き2名まで。記載例（8面）のほか、希望
人数、希望日を記入し、文化交流課へ

問合せ文化交流課　☎3350-1141

日　時 8月30日（月）　19時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
曲　目上を向いて歩こう、カリプソ　ほか
申込み 8月18日（水）必着。往復はがき１通につ

き2名まで。
	 記載例（8面）のほか、希望人数を記入

し、文化交流課まで。
共　催カンバセーションアンドカムパニー
問合せ文化交流課　☎3350-1141

日　時 9月30日（木）　19時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
指　揮曽我大介氏
曲　目ワーグナー楽劇「ニーベルングの指環」より抜粋ほか
申込み 8月31日（火）必着。往復はがきに記載例（８面）のほか、
	 希望人数を記入し、文化交流課へ
	 ※1通につき2名まで
問合せ文化交流課　☎3350-1141

　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!心も軽やかに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あります

好 評 発 売 中
守屋純子  ジャズナイト

購　入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、
新宿歴史博物館の各
窓口にて取り扱い）

問合せ文化交流課
	 ☎3350-1141

　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・
守屋純子と日本を代表するプレイヤーによるセクステット（6
人編成）の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？
日　時 9月10日（金）　19時開演（21時終演予定）
会　場新宿文化センター　小ホール
出　演守屋純子（ピアノ）、中村健吾（ベース）、小山太

郎（ドラムス）、岡崎好朗（トランペット）、近藤和
彦（アルトサックス）、片岡雄三（トロンボーン）

料　金一般3,000円、区民割引2,000円
	 ※全指定席。区民割引は窓口販売限定。購入の際は、

　住所のわかる公的機関発行の証明書をご持参くださ
　い。未就学児入場不可

共　催新宿区

　来年3月に、オーケストラをバックに声楽家と共に歌う
合唱団員を募集します。今年の演目は、文化センター
では初演となる『戦争レクイエム』です。半年間、プロ
の指導をしっかり受けて、一緒に新宿文化センターの
舞台に立ちましょう!

合唱指導郡司博（補助指導：山神健志）
練習日程9月8日（水）から原則として毎週水曜日夜、18時
	 30分～ 21時。このほかに初心者のためのパー
	 ト別補習を実施予定
練習会場新宿文化センター　小ホール
対　　象原則として、15歳以上（中学生は除く）の合唱愛
	 好者で、継続して練習に参加できる方200名程
	 度。なお、入団に先立ち応募者全員を対象に、
	 歌唱パートの確認を兼ねた発声による小テス
	 	ト（9月1日を予定）を実施します
料　　金 1カ月2,000円（区民の方は半額）ほかに楽譜・資料代実費
申 込 み往復はがきまたはFAX 3350-4839で記載例（8面）のほか、希望パート、合唱経験、	
	 志望理由、楽譜購入の有無をご記入のうえ、文化交流課へ
問 合 せ文化交流課　☎3350-1141

本番概要
公演日平成23年3月12日（土）
会　場新宿文化センター
	 大ホール
指　揮高関健（群馬交響楽団名

誉指揮者）
独　唱澤畑恵美（ソプラノ）
	 小原啓桜（テノール）
	 福島明也（バリトン）
管弦楽東京フィルハーモニー
	 交響楽団

ブリテン作曲『戦争レクイエム』
合唱団参加者募集！



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

5このマークのある講座などは、ホームページからの申し込みが可能です。

　

区民総合体育大会   参加者・チーム募集！

剣　道
日　程 9月26日（日）
会　場新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）
対　象区内在住・在勤・在学で、4月1日現在

15歳以上の方または区剣道連盟登録
者

種　目男子個人：高校の部・二段以下の部・
三段の部・四段以上の部（1部・2部）

	 女子個人：高校の部・1部（30歳未満）・
2部（30歳以上）

参加料1名200円（別途連盟経費として500円）
申込み 8月7日（土）～9月4日（土）。火・木・土

の18時～20時30分に、新宿スポーツ
センター第二武道場へ。または区剣道
連盟松本へ郵送（〒161-0034上落合
2-10-14）かFAX 3398-4745

バレーボール
日　程 6人制一般男女　9月４日（土）・12日（日）

9人制家庭婦人　9月11日（土)・12日（日）・
19日（日）

	 9人制一般男女　10月10日（日）
会　場新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）
対　象区内在住・在勤で、平成22年4月1日現

在15歳以上の方で構成されたチーム。
または区バレーボール連盟登録チーム

	 6人制：一般男子32チーム、一般女子
20チーム

	 9人制：一般男子16チーム、一般女子
12チーム、家庭婦人62チーム

参加料1チーム2,000円
申込み 8月5日（木）～15日（日）先着順
代表者会議 8月26日（木）　コズミックセン

ターにて　19時～家庭婦人、19時30分
～一般男女

　詳細はコズミックセンター、スポーツセン
ターで配布の各競技要項をご覧ください。
日　時 要項に綴じ込みの申込用紙（財団

HPよりダウンロード可）に記入の
うえ、参加料と一緒に直接コズミッ
クセンター窓口へ（剣道、ラグビー
フットボール、クレー射撃を除く）

	 ※代表者会議がある場合、原則必
　ず出席のこと。欠席の場合は棄
　権となります。

協　力区体育協会　
問合せ学習・スポーツ課　☎3232-5121

クレー射撃
日　程 9月19日（日）　8時30分
会　場ぐんまジャイアント総合射撃場（群馬県

富岡市桑原604）
対　象銃砲所持許可証および火薬類等譲り受

け許可証を持つ、区内在住・在勤の20
歳以上の方か、区クレー射撃連盟登録
者

参加料1名200円（別途連盟経費8,800円）
申込み 8月28日（土）～9月18日（土）に電話で

区クレー射撃連盟　明治銃砲店　渡辺
☎3354-0531まで、または、9月19日（日）
大会当日8時30分までに直接会場にて

ソフトテニス
日　程男子：一般・成年・シニア
	 9月5日（日）　予備日9月12日（日）
	 女子：1部・2部・3部
	 9月4日（土）　予備日9月11日（土）
会　場西落合公園庭球場
対　象区内在住・在勤で、平成22年4月1日現

在15歳以上の方または区ソフトテニス連
盟登録の方

	 成年：平成22年4月1日現在35歳以上の
方

	 シニア：平成22年4月1日現在45歳以上
の方

参加料1ペア400円
申込み 8月22日（日）必着。財団窓口または、区

ソフトテニス連盟　渡辺☎3878-1518

ゲートボール
日　程 9月10日（金）　9時～（予備日9月17日（金））
会　場戸山多目的運動広場（戸山3-2）
対　象区内在住･在勤の平成22年4月1日現在

15歳以上の方で構成されたチーム
	 （7名まで）	
参加料1チーム1,000円
申込み 9月6日（月）必着

ソフトボール
日　程 9月12日（日）・26日（日）、10月3日（日）・

24日（日）、11月3日（水・祝）・７日（日）
会　場落合中央公園野球場（上落合1-2）
対　象区内在住･在勤の、18歳以上の方で構成さ

れたチームまたは、区ソフトボール連盟登
録チーム　男子15チーム、女子8チーム

参加料1チーム2,000円
	 （別途連盟経費3,000円）
申込み 8月5日（木）～20日(金)先着順
代表者会議 8月29日（日）12時20分～
	 コズミックセンター　3階大会議室

バスケットボール
日　程 9月18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）
会　場コズミックセンター
対　象区内在住・在勤の平成22年4月1日現在

15歳以上で構成されたチーム（男女別）
		 男女合わせて50チーム
参加料1チーム2,000円
申込み 8月19日（木）～25日（水）　先着順
代表者会議 9月8日（水）　19時30分～	コズ

ミックセンター　３階大会議室

ラグビーフットボール
日　程 9月12日～12月5日の日曜日
会　場秋ヶ瀬公園グランドほか
	 ※具体的日程および会場は代表者会議

　などでお知らせします
対　象区内在住・在勤・在学で、平成22年4月1

日現在15歳以上の男性で構成されたチー
ム。または区ラグビーフットボール協会登
録チーム　16チーム以内	

参加料1チーム2,000円
	 （別途連盟経費として13,000円）
申込み 	8月28日（土）必着。申込書に必要事項を

記入のうえ、区ラグビーフットボール協会
	 原へ郵送（〒173-0037板橋区小茂根

1-21-10）、またはhiro1960@mvi.biglobe.
ne.jpへ

代表者会議 9月1日（水）19時30分～　コズミッ
クセンターにて

硬式庭球
日　程 9月１２日(日)
会　場男子：甘泉園公園庭球場（西早稲田3-5）	
	 女子：大久保スポーツプラザ（大久保

3-7-42）
対　象区内在住・在勤の平成22年4月1日現在

15歳以上の方、または区硬式庭球連盟
登録者で構成されたダブルスペア　男
女各30チーム

参加料１ペア400円　※当日未使用ボール1缶
を持参のこと

申込み 8月５日（木）～15日（日）先着順

サッカー
日　程 9月～11月
	 平日：18時15分～21時、19時～21時
	 日曜日・祝日：9時～17時
会　場西早稲田中学校（戸山3-20-2）、妙正寺

川公園運動広場（中野区松ヶ丘1-33）
対　象区内在住・在勤で、平成22年4月1日現

在15歳以上の男性で構成されたチーム。
または区サッカー協会登録チーム　60
チーム

参加料1チーム2,000円（別途連盟経費3,000円
申込み 8月6日（金）～17日（火）先着順
代表者会議 8月21日（土）19時15分～コズミック

センターにて

　みんなで新宿を知ろう! 「大都会 」「多文化
多国籍 」さまざまある新宿のイメージを凝縮し
た楽しいイベントです。

모두 함께 신주쿠에 대해 알아봅시다! ‘대도

시’, ‘다문화 다국적’ 등 다양한 신주쿠의 이

미지를 응축한 즐거운 이벤트입니다

Let’s learn about Shinjuku together! This 
fun event examines the various images of 
Shinjuku, such as that of being a big city or 
multicultural and international. 

内　容
◦世界と新宿の音楽祭　Jazz	Singer小林宏衣
◦「みんなで新宿を知ろう！」区内外で活動の団体・
企業の出展です（一部有料プログラム有）
◦Let’s新宿！キャラ弁コンテスト
　&ムク先生の「キャラ弁講座!」
◦ルー大柴の「新宿でトゥギャザーしようぜ!」
◦コウケンテツが語る！「キッチンから始まる家
族のきずな」～つながりトーク「家族から地域の
きずなへ」
※詳細はホームページ（http://www.tokyo-jc.or.jp/
shinjuku/swn3.html）をご覧ください。
　（ステキな参加賞あり！）
日　時 8月7日（土）　10時～15時
会　場コズミックセンター
対　象先着400名
共　催㈳東京青年会議所
主　管東京青年会議所新宿区委員会
	 新宿ワールドネットワークチーム
問合せ主管担当・小林　☎080-4055-7555
	 E-mail：swn3@aflow-sweet.com
	 学習･スポーツ課　☎3232-5121

내　용
◦전 세계와 신주쿠의 음악제 Jazz Singer 코바야

시 히로에

◦‘모두 함께 신주쿠에 대해 알아봅시다!’ 신주쿠

구 내외에서 활동 중인 단체와 기업이 참여합니

다(일부 프로그램은 유료).

◦Let’s 신주쿠! 캐릭터 도시락&무쿠 선생님의 

‘캐릭터 도시락 강좌!’

◦루 오오시바의 ‘신주쿠에서 함께합시다!’

◦고현철이 말한다! ‘부엌에서 비롯된 가족의 인연’

~토크 쇼 ‘가족에서 지역사회의 유대 관계로’

※자세한 내용은 홈페이지(http://www.tokyo-

jc.or.jp/shinjuku/swn3.html)를 참조해 주십시

오.(멋진 참가상도 마련했습니다!) 

일　시 8월 7일(토) 10시~15시

장　소 코즈믹센터

대　상 선착순 400명

주　최 (사)도쿄청년회의소

주　관 도쿄청년회의소 신주쿠구 위원회 신주쿠 
　　　월드 네트워크팀

문 의 (일본어만 가능)
　　　　주관 담당ㆍ코바야시

　　　　☎080-4055-7555

　　　　E-mail:swn3@aflow-sweet.com/

　　　　학습ㆍ스포츠과　☎3232-5121　

第3回　新宿ワールドネットワーク
世界のみんなでつくる

新宿ワールド

제3회 신주쿠 월드 네트워크  
전 세계 여러분이 만들어 가는 

신주쿠 월드

The Third Shinjuku World 
Network: Shinjuku World 
Created by Everyone on 

Earth Together

レガス新宿共催事業 레가스 신주쿠 공동 개최Cosponsored by Regasu Shinjuku

Program
◦Shinjuku	and	World	Music	Festival:	Hiroe	Kobayashi,	
jazz	singer

◦Let’s	Learn	about	Shinjuku	Together!	Groups	and
	 	 companies	 in	Shinjuku	City	will	 open	 activity	
booths.	(Fees	will	be	charged	for	some	activities.)

◦Let’s	Shinjuku!	Kyara-ben*	contest	and	Professor	
Muku’s	kyara-ben	 lecture!	 (*Short	 for	“character	
bento,”	or	box	lunches	arranged	into	the	shapes	of	
anime	or	manga	characters)

◦Lou	Oshiba’s	“Let’s	Together	in	Shinjuku!”
◦Koh	Kentetsu	Speaks!	“Family	Bonds	That	Start	from	
the	Kitchen”	and	a	friendship–forming	discussion	on	
“Bonds	from	the	Family	to	the	Community”

Note
For	more	 information,	please	 visit	www.tokyo-jc.
or.jp/shinjuku/swn3.html.	 (Wonderful	 giveaways	
await	those	who	participate	in	the	event!)
Date	and	Time:	August	7	(Sat.),	10	a.m.	to	3	p.m.

Place
Cosmic	Center
Eligibility
400	people	on	a	first	come,	first	served	basis

Sponsor
Junior	Chamber	International	Tokyo
Organizer
Shinjuku	World	Network	 Team,	 Shinjuku	City	
Committee,	Junior	Chamber	International	Tokyo

Inquiries (in	Japanese	only)
Organizer	(Kobayashi),	Tel:	080-4055-7555,	e-mail:	
swn3@aflow-sweet.com;	 Learning	 and	 Sports	
Division,	Tel:	3232-5121

無料

陸上競技大会
　憧れの国立競技場で全力疾走 ！
日 10時～16時（予定）対①区内在住・在学の小学4～6年生、②区内在住・在学・在勤の中学生以上
の方（区内中学は学校単位での申し込み）種目 ①100ｍ、走幅跳、4×100ｍリレー、②男女とも1名2
種目まで（リレー除く）一般男女：100ｍ、400ｍ、1,500ｍ、5,000ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投、4×100リ
レー、中学生（1名1種目）：100ｍ、3,000ｍ、走幅跳ほか料 1種目200円申 8月31日（火）必着。申込書に
参加料を添えて学習・スポーツ課へ

ピポ・ユニバーサル駅伝　同時開催 !
　小学生・60歳以上・視聴覚障がい者・車いす使用者等を含めて10名が1チームとなりタ
スキをつなぎます。
日10時50分スタート種目当日チーム編成し、1名約1kmの駅伝交流会会場 四谷第六小学校（大京町
30）料一般1,000円、小・中学生500円（昼食付）	※ボランティア含む申 9月13日（月）までに下記事務
局へ問NPO法人CS21　☎3350-1388　FAX 5360-3633　 e-mail staff@npocs21.com

9月20日（月・祝）は
国立競技場に大集合

新宿トリムマラソンも
開催！詳しくは1面へ

内　容
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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

　得意の泳法でコズミックセンタープール月
間記録を目指そう！

　合格者は、小3以下でも（昼間のみ）ひとりでコ
ズミックプールが利用できます ！ クロールもしくは
平泳ぎで50ｍ＋他の泳法で25ｍにチャレンジ!

日 8月24日（火）17時～18時30分　※受付開始は、
16時30分から場コズミックセンター　プール対
区内在住・在学の小学生　20名（先着順）料200円
（当日プール受付で支払い）申8月23日（月）必着。氏
名・学年・ご連絡先を子ども・地域課へ問子ども・
地域課　☎3232-5122

コズミック記録会
（小4以上＋基礎泳力テスト合格者）

基礎泳力テスト（小3以下）

小学生泳力検定会

　1日の終わりをヨーガでリラックスしましょう！

　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!

日9月8日～11月17日（11月3日を除く）の毎週水曜
日全10回　14時35分～15時20分料全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 9月1日～11月17日（9月8日・11月3日を除
く）の毎週水曜日　全10回　20時15分～21時15
分料全4,000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）

日 9月1日～11月10日（11月3日を除く）の毎週水曜日
全10回　20時30分～21時30分料全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）

②リラクゼーションヨーガ

③アフター５・ラテンコアダンス

　林芙美子最晩年の著作『めし』 の取材手帳、
晩年に着ていたワンピースなどを展示しています。
　石蔵ギャラリーでは落合地区の文化財パネル
を展示しています。

　佐伯祐三が学生時代に描いた素描
の画像をパネル展示します。

展９月末まで場新宿歴史博物館　常設展示室特
設コーナー料一般300円、小・ 中学生100円（夏休
み期間中、小・中学生は無料）問学芸課　☎3359-
2131

展 9月末まで場林芙美子記念館（中井2-20-1）展示室
料一般150円、小・中学生50円（夏休み期間中、小・
中学生無料）問林芙美子記念館　☎5996-9207

展 9月末まで場佐伯祐三アトリエ記念館（中落合
2-4-21）　管理棟ミニギャラリー問学芸課　☎
3359-2131

林芙美子記念館　芙美子の晩年

佐伯祐三アトリエ記念館

日募集中（～10月17日まで）原則として毎週木曜日の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）　※前日にリハーサ
ル実施予定場新宿文化センター講本徳亜希子氏（「マンマ・ミーア」「クレイ
ジー・フォー・ユー」「ライオン・キング」等に出演）対小学4年生～高校生ミュー
ジカル経験のある24歳以下の学生　若干名料高校生までは1,000円×回
数、24歳以下の学生は1,500円×回数（いずれも発表会費含む）。参加料は数
回に分けて徴収予定。欠席の場合の返金はいたしません申随時募集。往復
はがき、FAX3209-1833で記載例（8面）のほか、①学校名・学年、②ダンス
やお芝居の経験の有無、③ミュージカルでやってみたいこと、④自分の得意な
ことを記入し、子ども・地域課へ問子ども・地域課　☎3232-5122

日 9月17日（金）　19時開演（21時終演予定）場	新
宿文化センター　大ホール出演桂歌丸、春風亭
小朝料Ｓ席4,000円、Ａ席3,000円、Ｂ席2,000
円、Ａ席区民割引2,500円（先着300枚）　※全
指定席。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。S席区民割引
は完売。S席（一般席）も残りわずかのため、新宿
文化センターのみで予約・販売中　※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、新宿歴史博物館の各窓口、チケットぴあ
［Pコード045-361］にて取り扱い）問文化交流
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　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。

　音楽に合わせたピラティスの要素を含んだスト
レッチです。股関節と肩まわりの緊張をほぐし、健
康なカラダを目指します。運動初心者やピラティス
が初めての方でも安心してできるプログラムです

　8月15日は太平洋戦争の終戦記念日です。こ
れにちなんで、 空襲に対する備えを図示した「国
民防空図譜」（昭和19年）などを展示しています。

　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 8月25日～10月13日の水曜日　全8回、月3回程
度　16時30分～18時場コズミックセンター　B1
階小体育室対かけっこが苦手な小学生　30名料
全1,600円申 8月20日（金）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受信可能な場合はFAX
3209-1833で受付可。応募多数の場合、区内在住・
在学者の方を優先的に決定します問子ども･
地域課　☎3232-5122

　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。
※交通費実費程度の謝礼あり

のびのびクラブ土曜スキップ
アシスタントスタッフ募集

日土曜日9時～10時45分　希望日場コズミックセ
ンターB1階　小体育室問子ども・地域課　☎32
32-5122

　秋の夜長は地元スワローズをみんなで応援
しよう ！ 新宿区の小・中学生は無料招待 ！ 

●試合観戦
日9月18日（土）・19日（日）・20日（月・祝）東京ヤ
クルトスワローズVS中日ドラゴンズ戦　18時開始
場明治神宮球場（霞ヶ丘町3-1）対区内在住・在学・
在勤の方　※小・中学生の参加は保護者同伴料小・
中学生無料、一般（高校生以上）1,000円申8月18
日（水）～9月12日（日）までに在住・在学・在勤の証
明書と参加料を添えて、コズミックセンター窓口に
直接お持ちください　※お渡しする入場券は3日間
のうち、いずれか1日に限り有効です

燃えろ！ナイター2010
東京ヤクルトスワローズ連携事業

レガスポ！ ２０
①コリオスパイラル

展示替え
常設展示室　太平洋戦争資料

新宿ミュージカル講座受講生追加募集
ミュージカルに興味のある人集まれ～！

第３回　新宿文化寄席
桂歌丸・春風亭小朝　二人会

　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 9月2日～9月30日の木曜日（ただし、9月23日は
除く）　全４回　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名料全2,000円当落 返信はがき
送付、8月26日（木）コズミックセンター窓口へ掲示※
電話での問い合わせはご遠慮ください協区卓球連
盟申 8月22日（日）必着。コズミックセンターで配
布の所定申込書に記入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問学習・スポーツ課☎
3232-5121

初級卓球教室　9月コース！

歴　史 スポーツ

文　化

交　流

　「体力をつける」「足が速くなる」などそれぞ
れの目標に向かって楽しく運動を!特に短距
離走がしっかり走れるように練習します。スポー
ツレクリエーションも取り入れて、元気で楽しい
先生たちと楽しく練習しましょう!

場コズミックセンター定各30名（最少催行20
名）申 8月25日（水）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
課へ問学習･スポーツ課　☎3232-5121

花火とナイトウォーク　約10km
　解散後は江戸川の花火を楽しめます。

日 8月7日（土）　受付時間15時40分～16時、解散予
定時間18時頃集合 大島小松川公園（都営新宿線
東大島駅）解散 篠崎公園鹿骨地区（都営新宿線篠
崎駅）

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

のびのびクラブ水曜チャレンジ
かけっこにチャレンジ

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　雨天決行問学習・ス
ポーツ課　☎3232-5121

　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 10月4日（月）～3月14日（月）　毎週月曜日（10月11
日・1月10日・2月21日は除く）　18時30分～20時
30分　全20回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10,000
円申 9月6日（月）必着。電話または往復はがき、FAX
3350-4839で記載例（8面）のとおり記入し、文化
交流課へ問文化交流課　☎3350-1141

日本語ボランティア養成講座
受講者募集

　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。

場新宿文化センター　4階第1会議室対日本語ボ
ランティアとして活動中の方　各回先着30名料
1回500円申往復はがき、電話、FAX 3350-4839
で記載例（8面）のほか、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	

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

いずれも10時～12時

日時 内容
講師

東京日本語
ボランティア・
ネットワーク

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

無料

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。

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
）

76
㎜
×
48
㎜

76
㎜
×
48
㎜

44
㎜
×
80
㎜

76
㎜
×
48
㎜

44
㎜
×
80
㎜

料金
（1枠分）38,850円 29,400円 37,800円

問
合
せ



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

7このマークのある講座などは、ホームページからの申し込みが可能です。

公益財団法人新宿未来創造財団をもっと知りたい！

vol.3

なぜ観光課ができたの？

観光事業はこれからどんなふうに
展開していくの？

実際にどんな事業をしているの？

　観光事業は、民間や各地域の方々との柔軟で幅広い連
携が必要です。新宿の魅力を今まで以上に広く多方面へア
ピールするために、財団が観光事業を展開することになっ
たのです。財団では、新宿の歴史や文化、国際交流や多文
化共生、子どもや地域に関すること、学習やスポーツなど、
さまざまな楽しい事業をたくさん展開しています。これら
の事業とタイアップすることで、新宿が持つ魅力をもっと
多方面に広くアピールすることができるようになります。
　新宿は繁華街や高層ビルといった画一的なイメージでと
らえられがちですが、各地域には、まだまだ魅力的なスポッ
トが沢山あります。こうしたみなさんの身近にある魅力を
発掘し、「地域発」の新鮮な情報を、区内外へ広く発信して
いくために、観光課が作られたのです。

（１）新宿ぶらり散歩塾
　新宿の歴史・文化・産業・人材など、有形・無形の地域
の文化・観光資源を再発見。新たな新宿の魅力を知って、
体感することができる大人の社会科見学体験事業です。

（２）新宿まち歩きガイド
　区内で活動している経験豊富な達人ガイド団体により、
新宿の魅力を発信していく観光ガイド事業です。バラエ
ティ豊かなおすすめコースを用意しています。ご希望に合
わせたコースにも可能な限り対応します（右記「新宿まち歩
きガイドツアー」参照）。

（３）観光マップ「歩きたくなるまち　新宿」　   
　　 の作成・配布
　区内を「新宿駅周辺」、「四谷」、「牛込」、「高田馬場・大久
保」、「落合」の5地区に分け、代表的な観光スポットやおす
すめの散策コースなどをご紹介する便利なマップを作成し
ています（各地区、日・英・韓・中の4ヶ国語あり）。
※観光マップは、現在新宿歴史博物館ほか、ホテル、駅など
　区内36カ所で配布しています。
※HPからもダウンロード可能です

（４）新宿シティプロモーション
　　 推進協議会の設立
　新宿の新たな観光事業をより一層充実させるため、新
宿区観光協会、新都心新宿ＰＲ委員会、新宿区、公益財
団法人新宿未来創造財団が中心となって、今年の秋「新
宿シティプロモーション推進協議会」を設立します。
　今後様々なプロモーション活動を行い、新宿区がもつ魅力
をアピールしていきます。
　これからも新宿の魅力的な情報を紹介していきます。皆さ
んも身近な観光スポットがありましたら、観光課までお知ら
せください。

（１）「地域発」の情報を発信
　林芙美子や佐伯祐三など多くの文学者や画家の拠点と
なっていた落合地区をはじめ、粋なまち神楽坂や寺町のある
四谷など、地域の魅力を存分に味わえる、「地域発」の観光情
報をみなさんと共に発信していきたいと考えています。

（２）他団体、企業との柔軟な連携
　新宿区をはじめ、多くの観光資源を有する地域や企
業などと柔軟に連携することで、新宿のまち全体を効果的にPRし、新しい「新宿の魅
力」をもっと積極的に発信していきます。

新しくできた観光課のこと教えて！

　経験豊富な地域団体のガイドさんとともに、新宿の隠れた魅力を探しに出かけま
せんか？まち歩きツアーはコース、日程、時間を自由に組み立てるオーダーメイド型ま
ち歩きです。ご希望を観光課までお知らせください。
※参加の際は、資料代などの実費がかかります（10名まで4,000円～ 6,000円程　
　度）。またガイド団体との日程調整のために、数日かかることもあります

新宿まち歩きガイドツアー

あなただけのプランで新宿再発見！

申「新宿まち歩きガイド申込用
紙」（新宿歴史博物館、コズミッ
クセンターなどで配布）に必
要事項を記入し、 FAX 3359-
5036で観光課へ
問観光課
☎3359-3729

　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。
所要時間 	2時間　距離：2km

　都内でも有数の自然を誇る新宿御苑
の中で、漆黒の闇を照らすかがり火が映
す幽玄の世界。日本の古典芸能をぜひご
堪能ください。

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→芸術倶楽部跡→
尾崎紅葉旧居宅→和良亭→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→泉鏡花旧居跡ほか

1

　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・四谷
今昔散歩。
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

2

　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。
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→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→正受院→
天龍寺→新宿駅ほか

3

オーダーメイド型まち歩き参加方法
日にち・参加人数を決定する

▼
以下の中から好きなコースを選ぶ、
またはコースについてご相談ください

▼
観光課へ電話、FAX 3359-5036

またはHPで申し込み
▼

担当ガイド団体さんと詳しいコースについて相談
▼

当日！

　「新宿」には乗降者数世界一の新宿駅や、日本を代表する歓楽街「歌舞
伎町」があり、東京を訪れた外国人旅行者の訪問先としてもここ数年は常に
１位になり、今後もますます訪問者が増える見込みです。
　このような状況に対応して、今年度から公益財団法人新宿未来創造財団
は観光課を新設、新宿の観光事業を担うことになりました。

地域の魅力を広く内外に発信します!

問合せ観光課　☎3359-3729

1

2

3

まち歩きガイド
おすすめコース

　落合　落合文化散歩～落合蛍の面影をさがして～

　江戸時代、蛍の名所であった落合。閑静なお
屋敷町、風情ある坂道。今も街に息づく洗練さ
れた文化にふれることができます。
所要時間 	3時間　距離：3.9km

コース 	下落合駅→薬王院→七曲坂→おと
め山公園→近衛町→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　※高低差がありますが、緩やかなコー
スにも変更可能です。

4

日　時 10月11日（月・祝）
	 18時15分～20時30分（予定）
	 開場：17時15分
会　場新宿御苑　イギリス風景式庭園
	 （内藤町１１、東京メトロ丸ノ内線新宿御苑駅　大木戸門口）
	 ※入場は大木戸門のみとなります。例年、夜はたいへん寒くなります。各自で防寒対策を

　お願いたします
	 （１）狂言　「清水」（和泉流）　野村萬

まん

、野村万
まん ぞ う

蔵
	 （２）能　「紅

も み じ

葉狩
がり

」（観世流）梅
うめわかげんしょう

若玄祥（六郎改）、宝
ほうしょうかん

生閑ほか
入場料Ｓ席6,500円（2,382席）、Ａ席5,500円（770席）
	 全席椅子指定席
申込み 8月1日（日）より全国のチケットぴあ（京王百貨店、伊勢

丹会館）、電話（☎0570-02-9999：24時間受付）、ホー
ムページ・携帯電話からはhttp://t.pia.jp/（Pコード405-
244）にて販売。また、全国のサークルKサンクスでも購入
できます

主　催区観光協会、㈶国民公園協会新宿御苑
問合せ区観光協会　☎3344-3160

演　目
演　者

第26回
新宿御苑・森の薪能

歩きたくなるまち新宿
観光マップ

チ ケ ッ ト 発 売 中 ！



8
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

♪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

♪ピアノ生徒募集♪西早稲田３丁目
♭子供～大人、趣味歓迎（桐朋卒）♯	
気軽に℡を☆090-3509-6026☆佐藤　優子

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

歌・ジャズ・ポップス・日本の曲もOK ！
体操　腹式発声　ピアノ伴奏＋カラオケ
音痴歓迎　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

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

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

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

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

外国語・外国文化

♪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

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・日常会話　曙橋駅１分LIG　
3355-4471　http://home.att.ne.jp/air/lig/

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

わかりやすくしっかりと教えます
★小中高生の英会話＋英検・受験対策	
★大学生・社会人の英会話＋英検・TOEIC	
月4回7350円～　下落合・高田馬場駅3分	
英会話サロンアオキで検索を	℡3365-1265

大人の初級英会話・メンバー募集
四谷地域センター	土曜1：05～と2：05～	2200円/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

【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

NHKの外国人講師等の英会話,英語検定クラス
英検5級クラス無料!英語でデッサン,ギター他	
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

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」（16才以上）
日時：9/11・25（土）18時～19時30分※要予約	
料金：1050円/回（更衣室・シャワー・サウナ付）	
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

骨盤調整ヨガサークル　会員募集　500円/回
若松地域センター　☎090-6501-4010　日時↓	
http://plaza.rakuten.co.jp/yogayogaclub

誠真カラテ・いっしょに空手をしましょう!!
少年・少女クラス＆親子クラス/一般クラス	
あり。問い合せ：℡090-6512-6266	井上

アート・工芸

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

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

パッチワーク・キルト教室　
火・木・土　（見学・ワンデイレッスン有り）	
月3千円　早稲田7分　上田℡090-7282-0950

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

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

ヨーロッパの伝統・カリグラフィー教室
第1,3（水）11時～12時半　２３００円/１回　	
於：アートコンプレックスセンター　大京町	
℡090-2674-8889遠藤　初心者歓迎♪

【手描き骨壷】【マイ骨壷】絵付け教室
心を込めた美しい手描きの骨壷や、オリジナ
ルの生前MY骨壷を製作する教室です。
お道具不要1回7000円、12回～15回で製作。
都庁隣、お問い合わせは080-4374-6937鈴木

その他

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*
ママ友感覚で丁寧指導♪Room	One's♪詳細HP
www.zb.em-net.ne.jp/~room1s/index.html

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

日本語教室　小学生対象
毎水/17:30～19:00/月4	落合第2地域C	
1回￥500	FAX:3953-8645	横尾

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2010.8.10

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
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 往復はがきには、返信用にも
住所・氏名を書いてください。

　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。

　	 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！

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）

　下記の期間、空調設備工事のため、貸出および利用を休止します。ご不便をおかけしますがご了承ください。

新宿歴史博物館講堂　貸出休止について

問合せ学芸課　☎3359-2131

講堂貸出休止期間 10月1日（金）～平成23年1月31日（月）

全館休館 12月1日（水）～平成23年1月31日（月）

閲覧室利用休止期間 12月1日（水）～平成23年2月28日（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

掲載お申し込みは　　「広告募集

中！！」をクリックしてください。

展	新宿大ガード下・北側歩道
問	学習・スポーツ課　☎3232-5121

8月27日（金）～9月23日（木・祝）
布貼り絵展

8月26日（木）まで
書道サークル作品展

8月の
展示


