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日 3月25日（金 ）　9時30分 ～ 13時 頃 集合 JR 四ツ 谷 駅（当 選 者に
は、地図送付）定 どなたでも　30名（多数抽選）料 1,900円（食事代込み）
コース（予定）若葉東公園（迎賓館そば）⇒市谷亀岡八幡宮⇒外堀桜並木⇒
東京大神宮⇒神楽坂通り⇒善國寺⇒鳥茶屋（昼食）申 3月16日（水）必着。往
復はがき、または返信可能な FAX がある場合は FAX 3359-5036 で、
記載例（8面）のとおり記入し観光課へ問 観光課　☎3359-3729

お好みで2つの
操作画面が選べます！！

新宿を歩いてみませんか？

システム移行に伴い
サービスが停止します

新宿の観光情報
が知りたい！

窓口での支払いに加え、インターネットでの支払い
（ネットバンキング、クレジットカード）も可能に！

●軽快に検索・申し込みが
できる多機能操作画面

●複数の施設の空き状況
を一度に確認

●わかりやすい操作で申し込
みができる簡単操作画面

●ボタンや文字を大きく表示

パソコン操作に
慣れた方には

パソコン操作に
不慣れな方には

インターネット施設予約システムが変わります

　ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いします。

●現行システムでのサービス終了日　4月10日（日）24時
●各施設窓口でのサービス停止
　4月11日（月）〜 4月15日（金）午前6時まで

　まちの魅力・情報を総合的
に発信するWEB＆携帯サイ
ト「しんじゅくナビ」を運営中で
す。
　区観光協会、しんじゅくナ
ビ、当財団の各ＨＰに掲載の
バナーまたはhttp://shinjuku.
mypl.net/shinjuku_navi/ よ
りアクセス可能です。

春はまち歩きにピッタリな季節

　新システムにつきましては、4月のオープンまでの間、財団ＨＰでも関連する情報を随時ご
案内してまいります。施設予約システムのほか、講座予約・チケット予約の両システムもリニュー
アルされます。詳細は 4月号でご紹介します。
※例月12日より行っている屋内スポーツ施設の空き施設状況公開は 15日より実施します
※システム停止期間（4月11日～ 14日）はキャンセル返金額の算定に係る場合のみ、通常通

り窓口で受付いたします
※学校施設の予約・キャンセルもできません。お早めにご予約をお願いいたします

システム移行に伴う
登録番号の変更

現行システムでの利用者
の皆様の登録番号（利用
者ID）は新システムでは一
部、別表のとおり変わりま
すのでご了承願います。
※4月15日（金）からイン

ターネットなどで予約
する際には新番号にて
ご利用ください

※パスワード（暗証番号）
については変更ありま
せん。引き続き同じ番
号でご利用いただけま
す

※新システム導入に伴
い、屋外音声応答シス
テムは終了いたします

利用可能な機器
パソコンのインターネッ
トと携帯電話サイト

予約施設 変更内容 現行システム
での登録番号

新システム
での登録番号

屋外スポーツ施設
（野球場/サッカー場/庭球場/運動広場）

現在の6桁の番号の先頭に
「00」を付けて8桁にしてく
ださい。

（例）199999 （例）00199999
校庭スポーツ開放(小・中学校の校庭) 

屋内スポーツ施設（コズミックスポーツセ
ンター /大久保スポーツプラザ） 現在の登録番号（8桁）の変更はございません
学校施設(旧四谷第三小学校体育館)

生涯学習館 現在の登録番号（8桁）の変更はございません

学校施設開放※現在の登録番号が8桁 現在の登録番号（8桁）の変更はございません

新宿歴史博物館 現在の登録番号（8桁）の変更はございません

新宿文化センター

現在の「18」から始まる5桁
の番号の先頭に「089」を付
けて8桁にしてください。

（例）18999 （例）08918999

現在の「5」から始まる5桁の
番号の先頭に「080」を付け
て8桁にしてください。

（例）59999 （例）08059999

現在の上記以外の5桁の番号につきましては、新システム開始
前にレガスの担当者より新しい8桁の番号をお知らせいたし
ます。

各施設の登録番号の変更

　文士たちが多く住んでいたまち新宿。新宿
ゆかりの文士の代表、漱石の誕生の地から終
焉の地までの足跡をたどります。今回は今年
8月1日に 100周年を迎える都電荒川線にも
乗車します。春の一日、のんびりと漱石散歩
に出かけてみませんか。

　桜の名所・外堀沿いを桜の道に沿って迎賓館から神楽坂に向か
います。
ツアー最後には、神楽坂の名店「鳥茶屋」の昼食付き。こころ華やぐ
“春のさくらウォーク”に参加してみませんか。

新宿ぶらり散歩塾

 4月15日（金）
からスタート！

日 3月26日（土）　13時～ 16時 集合 都営大江戸線牛込柳町駅改札口集合
定 30名（多数抽選）料 400円（荒川線乗車賃160円が別途必要です）コース
牛込柳町駅⇒漱石公園⇒夏目坂⇒漱石生誕地跡⇒穴八幡神社⇒早稲田大学⇒
都電荒川線早稲田駅…乗車…雑司ヶ谷駅⇒雑司ヶ谷霊園（夏目漱石墓）申 3
月16日（水）必着。往復はがきに記載例（8面）のとおり記入し、観光課へ
問 新宿まち歩きガイド運営協議会事務局（観光課） ☎3359-3729

都電荒川線100周年記念まち歩きツアー
神楽坂で
昼食付き
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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

庭園観賞と春の落合散策
　明治34年（1901）創業、明治42年から現在の場所を本店として営業している新宿
中村屋。芸術や文化への理解・関心を持っていた創業者の相馬夫妻との交友で生ま
れた「中村屋サロン」には多くの芸術家や文化人が集い、近代日本の文化芸術に影響
を与えました。
　本展では、中村屋サロンの芸術家、
文化人たちと、その作品にまつわるド
ラマをご紹介します。

　神田川の桜並木を歩きながら、周辺の史跡を解説とともに見学しましょう。大名の
下屋敷であった椿山荘、新江戸川公園も訪れます。

　毎年恒例となりました「春のお
茶会」を新宿歴史博物館の中庭で
開催します。
　コヒガンザクラ舞う庭園でホッ
と一息お茶をお楽しみください。

　昨年12月から空調工事などにより全館休館となりご不便をおかけしておりましたが、2月1
日（火）より、通常開館いたしました。
　なお、一部工事が継続しているため、引き続き駐車場は 3月末までご利用いただくことがで
きません。ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

　当館所蔵の錦絵から二代歌川広重
の代表作「江戸名勝図會」、江戸の名所
に役者を配した三代歌川豊国らの
貼
はりまぜえ
交絵「江戸の華名勝會」、明治の浮

世絵師・宮川春汀「風俗通」、楊洲周
ちかのぶ
延

「千代田の御表」を中心にこれらの連
作を初展示します。錦絵の華麗な世界
をお楽しみください。

　下落合にある「アダチ伝統
木版画技術保存財団」の職人
による浮世絵の解説と北斎の
『神奈川沖

おきなみうら
浪裏』を摺りあげる

ところを実演します。

　四季折々多彩な表情を持つ林芙美子記念
館庭園は、3月はソメイヨシノをはじめニリン
ソウ・カタクリなどが見頃を迎え、最も華やい
だ姿になります。ガイドボランティアのご案内
により庭園観賞した後、散策に出かけ、神田川
遊歩道の桜並木など見所満載の春の落合を
満喫していただきます。

　東京都歴史的建造物に指定されている建物の内部を、記念館開館日（平成4年3月
22日）を記念し特別公開します。近代日本建築を代表するひとりであると同時に和風
建築の名手であった建築家・山口文象。林芙美子は、山口文象に設計を依頼し、自
らも設計に情熱を傾け自宅を完成させました。
　ぜひこの機会に、通常立ち入ることのできない建
物の内部を、細部までご鑑賞ください。
※ガイドボランティアによる解説付き

期　間 開催中～ 4月10日（日）　9時30
分～ 17時30分、毎週水曜日は20
時まで（入館は閉館30分前まで）

休館日 3月14日（月）・28日（月）
会　場新宿歴史博物館　企画展示室
観覧料 一般300円（団体20名以上150

円）※常設展とのセット券は500
円、中学生以下無料

協　働 株式会社中村屋

共　催新宿区・新宿区教育委員会
協　力日本通運株式会社、日本興亜損害保険株式

会社
問合せ 学芸課　☎3359-2131

期　間 4月23日（土）～ 5月29日（日）
9時30分～ 17時30分

（入館は17時まで）
休館日 4月25日（月）

5月9日（月）・23日（月）
会　場新宿歴史博物館　企画展示室
問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 4月24日（日）
14時～ 15時30分

会　場新宿歴史博物館
2階講堂

定　員 60名（多数抽選）
参加料 500円

日　時 3月27日（日）　10時～ 15時
会　場新宿歴史博物館

B1階中庭（サンクンガーデン）
定　員 50名
参加料 300円（お菓子付）
申込み 不要。直接会場へお越しください。

※お茶・お菓子がなくなり次第終了となります

協　力藤の会（江戸千家流）、新宿
中村屋

問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 3月22日（火）
①10時②11時③14時④15時　全4回

定　員各回20名
入館料150円
申込み３月15日（火）必着。はがきに記載例（8面）

のほか、希望時間を記入し、学芸課へ
※1応募につき1名

問合せ 学芸課　☎3359-2131

問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 3月28日（月）　10時～ 12時30分
会　場 林芙美子記念館（中井2-20-1）
散策コース 林芙美子記念館→月見岡八幡神

社→神田川遊歩道（桜並木など）→神
田上水公園（小滝橋）解散

定　員 30名（多数抽選）
参加料 400円（入館料・資料代含む）

申込み 3月23日（水）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、学芸課へ

問合せ 学芸課　☎3359-2131

日　時 3月26日(土)　9時～ 12時
見学地予定 江戸川公園（集合）→神田上水跡碑→

椿山荘→新江戸川公園→山吹の里碑(面影
橋)→目白不動・金乗院（解散）、約3キロ

定　員 80名（多数抽選）
参加料 400円
解　説新宿歴史博物館史跡ガイドボランティア
申込み 3月18日（金）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、学芸課へ

問合せ 学芸課　☎3359-2131

第12回　歴史・文化探訪

新宿歴史博物館

林芙美子記念館

新宿歴史博物館

所蔵資料展

所蔵資料展
関連講座

「新宿中村屋に咲いた
文化芸術」

桜の神田川と大名庭園

お茶会の開催

春の建物内部特別公開

通常開館のお知らせ

錦絵の世界

明治42年に新宿の現在地に移転した中村屋

無料

神田川の桜

コヒガンザクラ

浮世絵版画実演

江戸の華名勝會　高田馬場山吹の里

開 催 中

協
働
企
画
展

参加者全員に
新装版『花ごよみ』プレゼント

建築家・山口文象設計による
和風数寄屋造りの記念館をご堪能ください

申込み 3月31日（木）必着。往復はがきに記載例
を記入し、学芸課へ

問合せ 学芸課　☎3359-2131

アダチ伝統木版画技術保存財団・
浮世絵版画実演会



☎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。

日 3月19日・26日の 土 曜日　10時 ～ 12
時場 コズミックセンター対 区内在住･ 在
学・在勤の方　20名（多数抽選）料 全2回
　1,000円協 新宿区少林寺拳法連盟申 3月
13日（日）必着。往復はがきに記載例（8面）
のほか、スポーツ経験の有無を記入し、学習・
スポーツ課へ問 学習･ スポーツ課　
☎3232-5121

日 4月12日（火）、19日（火）、26日（火）、5月10日（火）　19時30分～ 21時、5月14日（土）　
13時30分～ 15時30分　全5回場 新宿スポーツセンター対 区内在住・在勤の 15歳以上の初心者  
約20名料 3,000円申 4月7日必着。ハガキにて住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、〒160-
0022  新宿区新宿6-23-2　清原通雄まで。先着順※用具は協会で用意する。持参するものは運動靴
※新宿区アーチェリー協会ホームページでも受け付けております。協会ホームページもご覧くださ
い。http://shinjuku-archery.com/ へ問 清原通雄　☎5998-7528（19時30分～ 21時30分）

日 4月10日（日）・17日（日）・24日（日）、5月3日（火・祝）・4日（水・祝）・8日（日）　予備日：4
月16日（土）・23日（土）・29日（金・祝）・30日（土）、5月1日（日）・5日（木・祝）・7日（土）・14日（土）・
15日（日）場 戸山多目的運動広場（戸山3-2）、西落合公園少年野球場（西落合2-19）対 区内在住・在
学または新宿区少年軟式野球連盟登録チームで、1部（6年生以下）、2部（4年生以下）計45 チーム。
女子ソフトボール　5 チーム料 1 チーム　800円協 新宿区少年軟式野球連盟、新宿区軟式野球連盟
申 3月7日（月）から 3月21日（月・祝）までに申込用紙（コズミックセンター窓口備付、HP よりダ
ウンロード可）に記入し、参加料を添えコズミックセンター窓口（９時～17時）へ。先着順。代表者会議：
4月2日（土）14時～戸山生涯学習館1階ホール╱審判講習会・アナウンス講習会：3月20日（日）9
時～　戸山多目的運動広場（アナウンス講習会は 11時～ 13時　予備日：3月27日（日）問 学習･ ス
ポーツ課　☎3232-5121

日 4月7日～ 28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･ 在学・在勤の方　各クラス 10
名（多数抽選）料 全4回　2,000円 当落 返信はがき送付、3月24日（木）コズミックセンター窓口
へ掲示※電話での問合せはご遠慮ください協 新宿区卓球連盟申 3月20日（日）必着。専用申込用紙（コ
ズミックセンター窓口備付）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応募1 クラスのみ。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

日時 試合 会場
3月19日（土）
・20日（日）
15時試合開始

トヨタ自動車ア
ルバルクVS日立
サンロッカーズ

駒沢体育館

3月26日（土）
・27日（日）
15時試合開始

日 立 サ ン ロ ッ
カ ーズVS三 菱
電機ダイヤモンド
ドルフィンズ

墨田区総合
体育館

日時 テーマ・内容 講　師 申込締切

3月13日（日）
14時～ 16時

（講演・実習）

子どもと遊び
〜子どもの発達をふまえた質の高いプログラムの提供を〜
現代の子どもたちが夢中になり、創造性を取り戻すプログラム
の作り方について学びます

吉永武史氏
（早稲田大学ス
ポーツ科学学術
院　講師）

3月11日（金）

3月19日（土）
13時30分～
16時30分

（講演）

地域組織の運営術
〜地域を元気にするコミュニティビジネス〜
地域組織の事業プランの組み立て方を学び、あったらいいコ
ミュニティビジネスについてワークショップを行います

中森まどか氏
（NPO法人コミュ
ニティビジネスサ
ポートセンター）

3月18日（金）

少林寺拳法「お試し」講座

ＪＢＬバスケットボール観戦！

小学生野球大会

初めてでも
親子でも！

野球少年集まれ！
参加チーム募集

　少林寺拳法は、相手を倒すためのものでは
なく、自己を磨き、身を守るための拳法です。
　健康的な体づくりや、運動を始めるきっか
けにも最適！講師の丁寧な指導で、初めてで
も安心してご参加できます。お気軽にご参加
ください。

日　時 3月19日（土）
15時試合開始
トヨタ自動車ア
ル バ ル クVS日
立サンロッカー
ズ戦

会　場駒沢体育館

問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

②春の桃園川緑道ウォーク 約8km　
春を求めて緑豊かな桃園川緑道を歩きます

③いきいきウオーク新宿 約4km
「早咲きの桜を求めて新宿中央公園へ」　短い距離をゆっくり歩くウォーキングです。
ウォーキング教室・歩測を行います

日 3月8日（火）　受付8時40分～ 9時、解散12時予定 集合 目白駅前（JR 山手線）解散
飛鳥山公園（JR 京浜東北線王子駅・都電荒川線王子駅前）問 NPO 法人新宿区ウオーキング
協会　☎090-3217-4109

日 3月16日（水）　受付8時40分～ 9時、解散12時予定 集合 新宿スポーツセンター前（東
京メトロ副都心線　西早稲田駅）解散 阿佐ヶ谷駅前（JR 中央線）問 学習・スポーツ課　☎
3232-5121

日 3月23日（水）　受付9時10分～９時30分、解散11時30分予定 集合 新宿スポーツセ
ンター前（東京メトロ副都心線　西早稲田駅）解散 新宿中央公園（都営地下鉄大江戸線　都
庁前駅）問 新宿区健康推進課健康事業係　☎5273-3047

健康ウォーキング情報
一歩一歩、健康づくり♪

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

①谷端川南北緑道から王子方面　約10km　
谷端川緑道と石神井川沿いの新緑を訪ねて

4月コース！

①公式戦優待割引観戦

②セレモニーキッズ参加者募集！

初級卓球教室

初心者アーチェリー教室

　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！

　セレモニーキッズは試合前にコート中央で選手をお出迎え！プレゼントもあります！

　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、実践的な講習会です。
テーマに興味がある方ならどなたでも参加できます！

日本バスケットボール
オペレーションズ連携事業

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

春プログラム
「輝く太陽と春の星座」

　地球に光や熱などさまざまな恵を与えてくれる太陽について宇宙船に乗って探ってみ
ましょう！あわせてしし座の物語もお楽しみください。

日 3月12日（土）・20日（日） ・26日（土） ・30日（水）、4月9日（土） ・17日（日） ・23日（土）、
5月1日（日） ・7日（土） ・8日（日） ・14日（土） ・22日（日）投影時間 各日とも、10時30分、
13時30分、14時50分からの1日3回。投影時間は約50分定先着150名料高校生以上300
円、中学生以下無料。いずれも投影開始30分前からプラネタリウム受付にて販売開始

会　場コズミックセンター
対　象 区内在住・在勤・在

学の方　30名（多数抽
選。生涯学習指導者支
援者バンクの方優先）

レガス パソコン教室

新宿青年教室・新規受講生募集！
知的障がいのある方のための余暇活動支援

〜仲間と充実した休日を過ごしませんか？〜

　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、簡単な創作
や調理をしたり、遠足や
宿泊などさまざまなプロ
グラムを行っています。み
んなで一緒に楽しい日曜
日を過ごしませんか。

　WindowsXP、WindowsVista 対応。超初
心者でもわかりやすくていねいに指導しま
す。

①ワード、エクセル 
つまみ食いコース

ワードとエクセルの基礎コースです。
イラストを入れたチラシ作りや、簡単
な見積書を作ります。
日 3月19日（土） 料 5,000円

②パワーポイント 
一日でまるわかり

プレゼンにも便利な、パワーポイントの
使い方の基礎から書類作成まで、一日
でしっかり覚える講座です。
日 3月26日（土）料 6,000円

日　時 4月～平成24年3月（8月は休み）
①「青空クラブ」：30歳未満の方対象、第2･4日曜日
②「仲良しクラブ」：30歳以上の方対象、第1･3日曜日
①②それぞれ10時～ 15時

会　場新宿青年教室（旧淀橋第二中学校：西新宿4-35-28）
定　員 85名
参加料 年間15,000円（別途、実費は各自負担）
申込み 電話またはFAX 3209-1833で学習・スポーツ課へ。申し

込み時に面接日をご予約ください
問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

会　場パソカレッジ高田馬場
（高田馬場駅徒歩1分）

対　象区内在住･在勤・在学の方優先
各コース13名

学習時間いずれも10時～ 16時30分、テキスト代別
申込み 開催日の7日前締め切り。往復はがき、FAX

3209-1833のいずれかで、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。多数抽選。最少催行人数6名

問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

すべてスタンド自由席。小・中学生500円（当
日券1,500円）、高校生1,000円（当日券2,000
円）、大人1,500円（当日券2,500円）
※小・中学生のご参加は保護者同伴

3月16日（水）までに、はがき、 FAX 3209-
1803で、記載例（8面）のほか、観戦希望日（複
数も可）を記載し、学習スポーツ課へ。
当日「関係者受付」にて受け付け

平成
23年度

日時・会場
優待価格

申込み・入場方法

3月24日（木）まで

彩色水墨画展
3月25（金）～4月21日（木）

子どもの作品展・春がいっぱい

3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

新宿力パワーアップ講座

申込み 締切は別表のとおり（必着）。電話、往復はがきまたは返
信可能なFAXがある場合はFAX 3209-1833へ記載例（8
面）のほか、A：バンク登録の有無、B：参加希望講習の
番号または講座名を記入し、学習・スポーツ課へ

問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

対　象区内在住・在学または活動する小学生　各日30名　保護者同伴
（多数抽選・定員に達しない場合は中止となります）
※保護者の方は①などをご利用のうえ、各自でチケットをご購入

のうえご入場ください
申込み 3月11日（金）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場

合はFAX 3209-1833で記載例（8面）のほか学校名・学年・保護
者名と「3/19セレモニーキッズ」と記入し、学習・スポーツ課へ



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。

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

対　象区内で活動している生涯学習の自主グループ
内　容 初心者を対象にした講座やイベントの企画と運営
助成対象となる事業期間7月1日（金）～平成24年3月31日（土）、講座は

期間内20回まで
応募方法3月30日（水）必着。所定の申請様式に記入のうえ、学習・スポー

ツ課へ

対　象区内在住・在勤者ほか
問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

日　時 3月15日（火）①13時30分～、②19時
会　場コズミックセンター 3階　小会議室
今後の予定 6月5日号で、第3回（10月～平成24年

3月実施分）の募集を、また9月5日号で、第4
回（平成24年1月～ 3月実施分）の募集をい
たします。応募のための相談は随時受付い
たしますので、下記までお問合せください

問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121
FAX 3209-1833

●講座名╱団体名
①日時・回数　②対象・定員
③参加料（別途教材費等）
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申込み締切日
※日時・会場など、都合により変更の場合あります
※詳細はコズミックセンター、各生涯学習館、地域センター

などで配布中の各団体作成のチラシをご覧ください

●一般教養講座「戸山みのり会水曜コース」/
戸山みのり会

人生90年時代、幅広く学び教養の向上、健康の増進と併せ、
会員相互の親睦を図り、豊かな第二の人生をご一緒に。
①5月18日～ 2月22日（水）10時～ 12時　全20回　
②100名　③半期で 3,000円（1回のみの参加300円）　
④ABC　⑤4月25日（月）

●高齢者教養講座「戸山木曜コース」/ 戸山平
成会

歴史、文学から時事問題等を学びながら都内近郊の旧蹟など
探訪し、意外な発見を楽しみ健康な生活を送りましょう。
①5月12日～ 2月23日（木）10時～ 12時　全20回　
②85名　③全4,000円　④ABC　⑤4月25日（月）

●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”さあ皆で踊ろうよ！楽しい
よ！華やかな舞台にも出られるよ！「出会いは人生の宝」
①4月16日～ 11月5日（土）10時～ 12時　全20回　
②20名　③1回1,000円（初回のみ 3,000円）　④ABC　
⑤3月31日（木）

●ストレッチ＆太極拳/S.P.T.C 下落合太極拳
倶楽部

運動による漢方薬「太極拳」、この中国武術を一緒に楽しみ
ませんか。心身共に軽やかに。
①4月17日～ 9月4日（日）9時30分～ 11時　全10回　
②15名　③全4,000円　④ABC　⑤4月5日（火）

●「旅の簡単スケッチ画」講習/ 月描会
旅の寸暇で描く簡単スケッチ画。7 ヶ月10回で習得。区民
プロデュース事業で安い講習料・充実内容
①4月3日（日）～ 10月31日（月）主に 17時45分～ 20
時45分、日曜日は主に屋外（変則有）8時～ 18時30分　全
10回　②30名　③全10,000円（別途教材費1,500円）　
④ABC　⑤3月25日（金）

●一般教養講座「木曜午後コース」/ 木曜会
私達の身近な問題など幅広く一般教養を高め、会員相互の
親睦を図ると共に、第二の人生を楽しみましょう。
①4月14日～ 2月23日（木）13時～ 15時　全20回　②
34名　③1回500円　④ABCD　⑤3月31日（木）

●古典文学「高齢者教養講座」/ 二四木会
平安文学『蜻

かげろう

蛉日記』を精読します。道綱母の 21年に亘る
半生の足跡を追尋して、人生の生きがいの糧にします。
①4月28日～ 3月8日（木）10時～ 12時　全20回　②24
名　③1回500円　④ABC　⑤4月14日（木）

●陶芸・ビーズ・水引など楽しい教室！手作り
ART/ 手作りＡＲＴ

陶芸（茶碗、花器、雛人形）水引（祝箸、X’マスツリー）編物、マク
ラメ等楽しい手作りの会。親子歓迎割引有。初心者OK
①4月17日～ 2月19日（日）9時～ 12時全20回　②24名　
③月2回1,400円（材料費込み）　④ABC　⑤4月10日（日）

●楽しく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学びませんか？ハワイの言葉とともに
ご一緒に踊りましょう！
①4月4日～ 1月30日（月）10時45分～ 11時45分　全20回
②20名　③1回1,000円　④AB　⑤3月25日（金）

●高齢者教養講座　住吉月曜コース / 三栄きのえ
ね会

文学、歴史、法律、経済、時事、健康問題などを幅広く、楽しく学
習し、友を得、心豊かに生きよう。
①5月16日～ 2月20日（月）13時30分～ 15時40分　全20
回　②40名　③1回300円　④ＡＢ　⑤4月10日（日）

●小学生からの合唱教室/ 早稲田少年少女合唱団
子ども達が心を合わせてきれいなハーモニーを作ることは、創造
する喜びや互いを思いやる優しい気持ちを育てます。
①4月16日～ 10月1日（土）9時～ 12時　全20回　②45名
③1回300円　④ABCD　⑤3月31日（木）

戸山生涯学習館（戸山2-11-10）

戸塚地域センター（高田馬場2-18-1）

落合第二地域センター（中落合4-17-13）

住吉町生涯学習館（住吉町13-3）

早稲田小学校（早稲田南町25）

区民プロデュース事業実施団体募集
●事前説明会
　応募される団体を対象に、説明会を実施しま
す。希望団体は、前日までに学習・スポーツ課へ
電話か FAX でお申し込みください。

この春から新しいこと始めてみませんか

　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。

　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）、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、講座やイベントを企
画、実施してみませんか。レガスでは、皆様が企画した講座やイベン
トの実施に対し、助成を行っています。詳細はコズミックセンター窓
口および生涯学習館などで配布中の募集要項をご覧ください。

　特設ステージを彩る出演者を
大募集！バンドや漫才・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、新宿人パ
ワーを爆発させましょう！
日　時 4月2日（土）　10時～ 15時
会　場コズミックセンター
申込み 3月14日（月）必着。コズ

ミックセンター窓口などに
備付の申込書を学習・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、選定有

問合せ 学習・スポーツ課
☎3232-5121

無料

新宿人on ステージ
in レガスまつり 2011

体験いけ花教室

ステージ出演者大募集！

染物体験教室 親子食育体験講座 TULLY's COFFEE

コーヒースクール

　4月2日（土）はレガスまつりの日！詳細は 3月20日
発行の特別号でお知らせします。どうぞお楽しみに！

　かんたんな朝食メニューで朝の貴重
な時間を短縮しませんか！

　プロから家庭で
のおいしいコー
ヒーの楽しみ方を
学べます！

　自分だけのオリジナル手拭いを作りま
しょう！
※汚れてもよい服装でお越しください時　間 ①13時30分～ 14時30分

②15時～ 16時
定　員各回10名程度（先着順）
参加料 600円（材料代として）
協　力新宿区花道茶道協会
問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

時　間 ①10時～ 11時30分②13時～ 14時
30分③14時30分～ 16時

定　員各回15名程度
参加料 2,000円（教材費込み）
問合せ 学習･スポーツ課　☎3232-5121

時　間 ①10時30分～ 12時
②13時30分～ 15時
※エプロンまたは
　汚れても良い服装で

定　員各回とも小学生と保護者15組
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

申込み 3月18日（金）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFAX 3209-1833で記載例
（8面）のほか、各講座希望時間を明記し、各担当課へ

●事前申込み講座のお知らせ

平成23年度第2回

会　場コズミックセンター

　センスよく花を生けられたら…。華道
の基本を丁寧にご指導します！

時　間午前・午後各１回
定　員各回20名程度
参加料 500円
協　力タリーズコーヒージャパン株式会社
問合せ 施設課　☎3232-7701



☎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
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問合せ 多目的運動広場利用申し込みに関する問合せ…施設課（レガス新宿）　☎3232-7701
「新宿ここ・から広場」全体に関する問合せ…新宿区子どもサービス課事業係　☎5273-4544

日　時 3月7日（月）より。無くなり次第終了　
会　場コズミックセンター 1階特設コーナー
問合せ 学習・スポーツ課　☎3232-5121

雑誌バックナンバーを
ご自由にお持ちください

三栄町生涯学習館の移転に伴う
内覧会開催のお知らせ

早いもの勝ち！

西戸山
生涯学習館

新宿ここ・から広場

平日 土・日、祝日

日　時 3月12日（土）・16日（水）　14時から1時間程度の予定
会　場本塩町2（旧四谷第三小学校3階）
申込み 当日13時40分から14時の間に、会場にて受付
問合せ 新宿区生涯学習コミュニティ課　☎5273-3574

大好評♪
コズミックセンターロビーコンサート
社会貢献的エンターテイナー「松本隆博」ライブ＆トーク

　3月は人気お笑い芸人の兄としても知られる、松本
隆博氏が出演します！「明るく元気な社会づくり」を目
指し活躍中の松本さんのパワフルなステージからたく
さん元気をいただきましょう！
松本隆博オフィシャル HP
http://www.takahiro.cc/

　情報提供として皆さまにお楽しみいただいた「キネ
マ旬報」「Number」など雑誌のバックナンバーをご自
由にお持ちいただけます。先着順で無くなり次第終了
です。どうぞお早めに！

日　時 3月26日（土）・27日（日）
10時30分～ 16時30分

舞台発表・体験コーナー
新日本舞踊、ハーモニカ、合唱、ダー
ツ、フラメンコ、フラダンス、ベリー
ダンス、太極拳など

作品・展示コーナー
絵画、鎌倉彫、書道、華道、手工芸、
絵手紙、はがき絵、油絵など

無料

多文化交流プログラム

講座1

講座2

講座3

台湾茶野点in 歴博

ニュージーランドの植林交流

日本語の教え方講座

日本語ボランティア養成講座
ブルガリア・シリーズ「ブルガリアってどんな国？」

　新宿歴史博物館の中庭で、台湾茶の野点を楽しみません
か？当日は台湾のお菓子もご用意します。

　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。

　日本での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。区内
の小・中学校に通う、外国にルーツを持つ子どもたちのために日本語を教えたい方、
教科支援をしたい方、ぜひこの講座に参加して、地域ボランティアとして活躍してみませ
んか？

　自然に恵まれたニュージーランドのエコと植林を通じての交流について講義を行
います。

①ブルガリア料理体験 ②ブルガリア理解講座 
③ブルガリアン・ダンス+ 音楽体験
　ブルガリアの魅力に触れる機会です。初心者大歓迎！

日　時 4月9日（土）　①11時～ 13
時、②14時～ 16時

会　場新宿歴史博物館
対　象どなたでも。各回先着20名

参加料 2,500円（参加料＋お茶、お茶菓子代実費分）
講　師 外崎ペルー氏ほか
申込み 3月25日（金）必着。電話または FAX

3350-4839で文化交流課へ

日　時 4月13日（水）　18時30分～ 20時30分
会　場しんじゅく多文化共生プラザ
対　象どなたでも
定　員 30名
参加料 400円

講　師 壱岐健一郎氏（エコ・ツーリズム・リ
ボーン代表取締役）

申込み 4月5日（火）必着。電話または FAX
3350-4839で文化交流課へ

定　員どなたでも
各回30名（多数抽選）

参加料 ①1,300円、②400円、③500円
講　師 株式会社バルカン・ブリッジ
申込み ①4月1日（金）必着、②4月16

日（土）必着、③4月21日（木）必
着。電話または FAX 3350-
4839で文化交流課へ

日　時 ①料理：4月16日（土）18時30分～ 20時
30分
②講座：4月23日（土）18時～ 20時
③ダンス+音楽：4月30日（土）18時～
20時

会　場 ①大久保地域センター（大久保2-12-7 4
階）②しんじゅく多文化共生プラザ③コ
ズミックセンター多目的広場

日　時 5月26日（木）～ 7月28日（木）の毎週木曜日　10時～ 12時30分　全10回
会　場しんじゅく多文化共生プラザ
講　師関口明子氏ほか公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）所属教師
対　象（1）これから日本語支援ボランティア活動を始めたい方（2）原則として全回出席可能な方。

（3）講座終了後、新宿区での子ども向け日本語学習支援事業等に参加できる方　※新宿区
の「放課後日本語学習支援」で活動するには原則として本講座の受講が必要となります

定　員 30名
申込み 5月16日（月）必着。郵送、メール（bunka@regasu-shinjuku.or.jp）のいずれかで、名前（ふり

がな）、住所、電話番号、本講座の応募理由を記入し、文化交流課へ。応募者多数の場合は
応募理由を参考に選考し、結果を応募者全員にお知らせします
※資格が取得できる講座ではありません

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

開放時間 9時～ 17時（6月～ 8月は、8時～ 18時）
場　所新宿7-3-29

利用方法
地域の憩いの場・子どもの
遊び場
対　　象 どなたでも
使 用 料 無料

利用方法 団体スポーツ開放
対　　象 新宿区「施設貸出システム」登録団体（一般野球・

一般サッカー・区外野球・区外サッカーを除く）
※団体登録は財団窓口（コズミックセンター、大久
保スポーツプラザ）で受付

使 用 料 1区分（2時間）　3,000円
（中学生以下の団体は免除）

予約方法 事前予約。4月利用分の抽選は、3月9日（水）まで
財団ＨＰおよびコズミックセンター・大久保スポー
ツプラザ窓口にて受付。当選発表は3月10日（木）

注意事項 抽選申し込みができるのは中学生以下の団体の
み。一般団体は3月20日（日）以降に空き施設予約
での利用

日　時 5月11日（水）～ 7月27日（水）の毎週水曜日・金曜日　10時～ 12時
（ただし、6月1日（水）、22日（水）、7月1日（金）を除く）

会　場新宿文化センター 4階第1会議室
講　師関口明子氏ほか公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）所属教師
対　象 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
定　員 30名
受講料 全20回　10,000円
申込み 4月13日（水）必着。郵送、メール（bunka@regasu-shinjuku.or.jp）のいずれかで、記入例（8面）

のとおり記入し、文化交流課へ※資格が取得できる講座ではありません
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

母語が日本語でない子どもたちを支援する

無料

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

受講者募集

受講者募集

　4月6日（水）から旧東戸山中学校の跡地に「新宿ここ・から広場多目的運動広場」
がオープンします。
　平日は地域の憩いの場・子どもの遊び場として、土・日、祝日は団体スポーツの
練習の場としてご利用いただけます（小学生野球・小学生サッカーの他、一般のフッ
トサルなどでも利用できます。ただし、広さが不十分なため、試合には利用できま
せん）。利用方法は下記を参照ください。

多目的運動広場の
利用方法について

模擬店コーナー
両日：綿菓子、雑貨、野菜類の販売
27日のみ：紅茶、スナックパン、クッ
キー、スコーンなど

会場・問合せ
西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）　
☎3368-3221　 FAX 3227-3560

出　演 松本隆博（ギター弾き語り）
日　時 3月16日（水）　12時～ 13時（予定）
会　場コズミックセンター　１階ロビー
問合せ 施設課　☎3232-7701
※事前申し込み不要。
　直接会場へお越しください



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　　掲載お申し込みは　　「広告募集中！！」をクリックしてください。
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好評
発売中！

ランチタイムコンサート第
103
回

毎年大好評！

当日券あり！

新宿ミュージカル講座受講生募集

　パイプオルガンがおどって、しゃべって、音の世界へご
案内します。途中入退場自由、声をあげてもだいじょうぶ！
ダンスといっしょにオルガンを楽しみます。どなたでもお
気軽にご参加ください。
　希望者には、パイプオルガンを弾くチャンスがあります。

　新宿文化センター全館が会場のジャズ祭り！！アマチュ
アバンドやジャズバンドなど、約90団体が熱演を披露しま
す。おもいおもいの場所でスイングスイング！！新緑の季節
に楽しくジャズのリズムに包まれてみませんか。

　憧れのミュージカル世界で舞台発表を
目指し、自分を表現してみませんか。初め
てでも「やってみたい」という気持ちのある
方を大募集します。※詳しくは 4月5日号
をご覧ください

　好評の昼時コンサート『ランチタイ
ムコンサート』です。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。
　卒業式・入学式・新入社員・お引っ
越し…。春はいろいろなスタートがあ
ります。うららかな春にふさわしいパ
ンフルートとピアノの軽やかな音色
で、みなさまの出発を応援します。

監　修早島万紀子（専属オルガニスト）
出　演 原田靖子（オルガニスト）

新井英夫（ダンスアーティスト）
日　時 3月26日（土）　開場13時30分

コンサート＆ワークショップ…
開演14時　終演15時（予定）
パイプオルガン操作体験（希望
者・当日申込制）…15時15分～
16時（予定）

対　象どなたでも。以下の方は割引料金でご参加
いただけます。3歳～中学生までのこども、
妊娠中の方、65歳以上の方、障がいをお持
ちの方（チケット購入時に証明できるもの
をお持ちください）

料　金 全席自由　一般500円、割引対象者100円
※3歳未満の乳幼児無料

購　入 新宿文化センター・コズミックセンター・
歴史博物館・各生涯学習館で各営業時間
内に受付窓口で販売

問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 3月26日（土）　昼公演13時開演、夜公演18時開演
27日（日）　13時開演

会　場新宿文化センター　小ホール
出　演 半仁田みゆき、原山奈津美、五條なつき、赤羽みどり、福田雄一、演奏：関口　純
申込み 3月15日（火）必着。往復はがきに記載例（8面）のほか、参加人数、希望日、希望公演（昼夜の別）

を記入し、文化交流課へ。1通につき2名まで応募可
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 5月12日（木）～（全22回程度を予定）
会　場新宿文化センター（新宿6-14-1）
対　象小学4年生～
問合せ 子ども・地域課　☎3232-5122

予定曲 アンドレ・ギャニオン作曲／
めぐり逢い、中田章作曲／朧
月夜、滝廉太郎作曲／花、水
野良樹作曲／ありがとう、岡野貞一作曲／ふる
さとほか

出　演 今井勉＆西村一穂
今井勉（パンフルート）・西村一穂（ピアノ）
※曲目・出演者は変更になることがあります

日　時 3月25日（金）　12時開場　12時45分終演予定
会　場新宿文化センター　大ホール

※3歳未満の乳幼児の同伴はご遠慮ください
申込み 申し込み不要。お気軽にお越しください
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

日　時 5月14日（土）12時開演
会　場新宿文化センター
入場料 前売り券3,000円、当日券3,500円、

区民割引2,500円
※区民割引は窓口発売限定。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

劇団楽劇座「7つの大罪」＆「首相の親友」

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：00180-0-263305
※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

新宿文化センター・コズミックセンター窓口
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　☎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！

ベンジャミン・ブリテン作曲

ミュージカルに興味のある人集まれ～

『戦争レクイエム』
　新宿文化センターでは初演となる『戦争レクイエム』はブリテンが第二次世界大戦で
空爆を受けたイギリスの聖マイケル教会大聖堂の献堂式のために作った曲です。平和
を希求する新宿区からのメッセージとして選曲されました。一般公募の合唱団と東京
フィルハーモニーが織り上げる絢爛たるブリテンの世界をお楽しみください。

日　時 3月12日（土）　15時開演
会　場新宿文化センター　大ホール
出　演 指揮：高関健、独唱：澤畑恵美（ソプラノ）・小原

啓楼（テノール）・福島明也（バリトン）、児童合唱：
オーケストラとうたうこども合唱団、鷹南学園三
鷹市立中原小学校合唱団、合唱：新宿文化セン
ター『戦争レクイエム』合唱団、合唱指揮：郡司博、
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

入場料 全席指定　一般4,000円、区民割引3,000円（300
枚限定）※未就学児入場不可。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

購　入「主催公演入場券の購入方法」（下記）参照。チケッ
トぴあ（Pコード123-762）

問合せ 文化交流課　☎3350-1141 福島明也

高関　健 澤畑恵美

小原啓楼

3月12日（土）
開催！

3月7日（日）発売開始！

購　入主催公演入場券の購入方法（下記）参照。（新
宿文化センター、コズミックスポーツセン
ター、新宿歴史博物館各窓口にて取扱い）

主　催新宿春の楽しいジャズ祭り実行委員会
共　催新宿区
問合せ 文化交流課　☎3350-1141

区民各公演15名ご招待！

新宿春の楽しいジャズ祭り
入場無料・
途中入退場

自由うららかな春・
旅立ちの調べ
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宿文化センター　3階
かい

小
しょう

ホール
対
たい

　象
しょう

新
しんじゅくく

宿区に在
ざいじゅう

住・在
ざいきん

勤・在
ざいがく

学のいずれかに該
がいとう

当し、
母
ぼ ご

語が日
に ほ ん ご

本語以
い が い

外で、在
ざいにちきかん

日期間が2年
ね ん い な い

以内の方
かた

。過
か こ

去
出
しゅつじょうけいけん

場 経 験 のある方
かた

は、本
ほんかい

回を含
ふく

めて２回
かい

までの
出
しゅつじょうかのう

場可能 （入
にゅうしょうけいけん

賞経験のある方
かた

は出
しゅつじょうふか

場不可）
定
てい

　員
いん

15名
め い て い ど

程度（応
お う ぼ し ゃ た す う

募者多数の場
ば あ い

合は事
じ ぜ ん し ん さ

前審査にて選
せんてい

定）
申
もうしこ

込み 5月
がつ

6日
にち

（金
きん

）までに出
しゅつじょうもうしこみしょ

場申込書、スピーチ予
よ て い

定のテー
マ作

さくぶん

文を持
じ さ ん

参または郵
ゆうそう

送で提
ていしゅつ

出。詳
しょうさい

細は募
ぼしゅうようこう

集要項をご
確
かくにん

認ください※募
ぼしゅうようこう

集要項と出
しゅつじょうもうしこみしょ

場申込書はしんじゅく
多
たぶんかきょうせい

文化共生プラザ、文
ぶ ん か か ん こ う こ く さ い か

化観光国際課（区
くやくしょほんちょうしゃ

役所本庁舎1
階
かい

）、新
しんじゅくぶんか

宿文化センターで3月
がつ

25日
にち

（金
きん

）から配
は い ふ

布
問
といあわ

合せ 文
ぶんかこうりゅうか

化交流課　☎3350-1141

　日
ひ ご ろ

頃から考
かんが

えているテーマについてあなたの価
か ち か ん

値観や
視
し て ん

点を日
に ほ ん ご

本語で発
はっぴょう

表してみませんか？日
に ほ ん ご

本語スピーチコン
テストの出

しゅつじょうしゃぼしゅう

場者募集！！

　日
に ほ ん ご

本語がわからない親
お や こ

子に、ていねいに日
に ほ ん ご

本語を教
おし

えま
す。親

お や こ
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いっしょ

緒に楽
たの

しく勉
べんきょう

強しましょう。託
た く じ つ

児付きのため
乳
にゅうようじづ

幼児連れでのご参
さ ん か

加も歓
かんげい

迎です！

　日
にちじょうせいかつ

常生活に必
ひつよう

要な初
しょきゅう

級の日
に ほ ん ご

本語を勉
べんきょう

強しましょう。教
きょうしつ

室
に空

あ

きがあれば途
とちゅう

中からでも参
さ ん か

加できます。

託
た く じ

児
つき

日
にち

　時
じ

5月
がつ

14日
にち

（土
ど

）～ 7月
がつ

16日
にち

（土
ど

）の毎
まいしゅうどようび

週土曜日
10時

じ

～ 12時
じ

　全
ぜん

10回
かい

会
かい

　場
じょう

大
おおくぼしょうがっこうない

久保小学校内（大
お お く ぼ

久保1-1-21）
対
たい

　象
しょう

外
がいこくじん

国人の親
お や こ

子20組
くみ

（先
せんちゃくじゅん

着順）、日
に ほ ん ご

本語レベル初
しょきゅう

級～
中
ちゅうきゅう

級の方
かた

参
さんかりょう

加料全
ぜん

10回
かい

　1名
めい

500円
えん

申
もうしこ

込み FAX 3350-4839、Eメール（bunka@regasu-shinjuku.
or.jp）、郵

ゆうそう

送のいずれかで、①親
おや

の氏
し め い

名（ふりがな）、よ
くわかる言

げ ん ご

語、②子
こ

の氏
し め い

名（ふりがな）、年
ねんれい

齢・よくわ
かる言

げ ん ご

語、③住
じゅうしょ

所、④電
でんわばんごう

話番号、⑤FAX番
ばんごう

号を記
きにゅう

入し、
文
ぶんかこうりゅうか

化交流課へ
共
きょうどうしゅさい

同主 催新
しんじゅくにじ

宿虹の会
かい

問
といあわ

合せ 文
ぶんかこうりゅうか

化交流課　☎3350-1141

期
き

　間
かん

4月
がつ

～ 7月
がつ

会
かい

　場
じょう

新
しんじゅくくない

宿区内12教
きょうしつ

室
対
たい

　象
しょう

日
にちじょうせいかつ

常生活で日
に ほ ん ご

本語を必
ひつよう

要としている方
かた

。入
にゅうもん

門、初
しょきゅう

級
レベルの学

がくしゅうしゃ

習者。中
ちゅうがくせいいか

学生以下の方
かた

は参
さ ん か

加できません。
区
くないざいじゅう

内在住の方
かた

を優
ゆうせん

先します
参
さんかりょう

加料週
しゅう

1回
かい

の教
きょうしつ

室　2,000円
えん

週
しゅう

2回
かい

の教
きょうしつ

室　4,000円
えん

申
もうしこ

込み 申
もうしこみようし

込用紙に必
ひ つ よ う じ こ う

要事項を記
きにゅう

入し、新
しんじゅくぶんか

宿文化センターへ
郵
ゆうそう

送（〒160-0022新
しんじゅく

宿6-14-1）かFAX 3350-4839で
お送

おく

りください。申
もうしこみようし

込用紙は、しんじゅく多
たぶんかきょうせい

文化共生
プラザ、新

しんじゅくくやくしょがいこくじんそうだんまどぐち

宿区役所外国人相談窓口、新
しんじゅくぶんか

宿文化セン
ターにあります

問
といあわ

合せ 文
ぶんかこうりゅうか

化交流課　☎3350-1141
外
が い こ く ご

国語での問
といあわ

合せは右
みぎ

の番
ばんごう

号へ

Shinjuku City
Japanese-Language Class

Recruiting Students for the First Term
 (April through July)

Family Japanese-Language 
Classes for Foreign Residents

Babysitting Services Available

Japanese-Language Speech Contest
Shabeleon ’11
Call for Entries

외국인을 위한
부모와 자녀의 일본어교실

탁아 서비스 제공

일본어 스피치 콘테스트
'샤베레온 '11'
참가자 모집

신주쿠구 일본어교실

1학기(4월~7월) 학습자 모집!

　일본어를 모르는 부모와 자녀에게 정성을 다

해 일본어를 가르쳐 드립니다. 부모와 자녀가 함

께 즐겁게 공부합시다. 탁아 서비스를 제공하므

로 영유아가 있는 분의 참가도 환영합니다!

　평소 생각하고 있던 주제로 여러분의 가치관

과 관점을 일본어로 발표해 보지 않겠습니까? 

일본어 스피치 콘테스트 참가자 모집!!

　일상생활에 필요한 초급 일본어를 배워 

봅시다. 교실에 빈 자리가 있으면 도중에라

도 참가할 수 있습니다.

일　시 5월 14일(토)~7월 16일(토) 까지 매주 

토요일, 오전 10시~12시, 총 10회

장　소 오오쿠보 초등학교 내(오오쿠보 1-1-

21) 

대　상 외국인 부모와 자녀 20쌍(선착순), 일본

어 수준이 초급~중급인 분

참가료 총 10회 1인당 500엔

신　청 FAX 3350-4839, E-mail(bunka@

regasu-shinjuku.or.jp), 우편 중 하나의 방법으

로 ①부모 이름(후리가나)ㆍ자신 있는 언어, ②

자녀 이름(후리가나), 연령ㆍ자신 있는 언어, ③

주소, ④전화번호, ⑤FAX 번호를 기입하여 문화

교류과로 보내 주십시오.

공동 주최 신주쿠 니지노카이(무지개회)

문　의 문화교류과 ☎3350-1141

일　시 6월 11일(토) 오후 12시 30분~4시 

30분

장　소 신주쿠 문화센터 3층 소강당 

대　상 신주쿠구에 거주ㆍ근무ㆍ재학 가운데 

어느 하나에 해당하고, 모국어가 일본어 이외

인 일본체류기간 2년 이내인 분. 과거에 참가 

경험이 있는 분은 이번 회를 포함해 2회까지 

참가 가능(입상 경험이 있는 분은 참가 불가)

정　원 15명 정도(응모자가 많을 때는 사전

심사를 통해 선정)

신청방법 5월 6일(금)까지 참가신청서, 스피치 

예정 주제로 작문한 것을 지참 또는 우편으로 

제출. 자세한 것은 모집요강을 확인해 주십시

오. ※모집요강과 참가신청서는 신주쿠 다문

화 공생 플라자, 문화관광국제과(구청 본청사 

1층), 신주쿠 문화센터에서 3월 25일(금)까지 

배포.

문　의 문화교류과 ☎3350-1141

기　간 4월~7월

장　소 신주쿠 구내 12교실 

대　상 일상생활에서 일본어가 필요한 분. 입

문, 초급 수준의 학습자. 중학생 이하인 분은 참

가할 수 없습니다. 신주쿠구에 거주하는 분을 우

선으로 합니다.

참가비 주 1회 교 실/2,000엔, 주 2회 교

실/4,000엔

문　의 신 주 쿠 구 청 외 국 인 상 담 창

구 (9:30~12:00,  13 :00~16:30)5272-

5080(화ㆍ목)

신 주 쿠 다 문 화 공 생 플 라 자(10:00~12:00, 

13:00~17:00)5291-5171(월(오후)ㆍ금)

Let’s learn basic Japanese for everyday 
living! If there is an opening, you can start 
in the middle of the term.

Japanese-language skills are carefully taught to 
families who do not speak Japanese. Why not 
have fun learning Japanese with the entire family? 
Because there are babysitting services, families 
with toddlers and infants are welcome as well.

Why not challenge yourself by presenting your 
values and opinions in Japanese on themes you 
always think of? We are now calling for entries 
for the Japanese-Language Speech Contest!

Term April through July
Location 12 locations in the city
Eligibility Those who need to learn basic 
Japanese for everyday living (introductory/
beginning level) are eligible. Those who are 
of junior high school age and younger are not 
permitted to join the class. Those who live in 
Shinjuku City will be given priority.

Fee Classes that meet once a week
― ￥2,000; classes that meet twice a week―
￥4,000
Inquiries Shinjuku Foreign Resident Advisory 

Corner (9:30 a.m. to 12 noon and 1 to 4:30 p.m.), 
Tel: 5272-5060
Shinjuku Multicultural Plaza (10 a.m. to 12 noon 
and 1 to 5 p.m.), Tel: 5291-5171 (1st, 3rd , and 
5th Wednesdays; Thursdays; and 3rd Fridays).

Date and Time Every Saturday from May 14 (Sat.) 
through July 16 (Sat.), 10 a.m. to 12 noon; total of 10 
sessions
Location Okubo Elementary School (1-1-21 Okubo)
Eligibility 20 families who are able to understand 
Japanese at the elementary/intermediate level (on a first 
come, first served basis)

Fee ￥500 per person for all 10 sessions
To Apply Send a fax (3350-4839), e-mail (bunka@
regasu-shinjuku.or.jp), or postcard to the Cultural Exchange 
Division. Please be sure to write down (1) the name of 
the parent (with fu rigana) and language that he/she 
understands well; (2) the child’s name (with furigana), age, 
and language that the child understands well; (3) address; (4) 
telephone number; and (5) fax number.
Co-sponsor Shinjuku Niji-no-kai (Rainbow Club)
Inquiries Cultural Exchange Division, Tel: 3350-1141

Date and Time June 11 (Sat.), 12:30 to 4:30 p.m.
Location Small hall, Shinjuku Bunka Center 3F
Eligibility Those who live, work, or go to school in 
Shinjuku City and whose first language is not Japanese; 
restricted to those who have lived in Japan for two years or 
less; although those who have entered the contest before may 
participate up to two times, including the upcoming contest, 
those who have won an award are not eligible to participate 
in the contest again.
Capacity Approximately 15 contestants (If the number of 

applications exceeds capacity, preliminaries will be held.)
To Apply Submit a completed speech contest application 
form and your planned speech in person or by mail by May 6 
(Fri.). For more information, see the contest guidelines.
Note: The speech contest application form and guidelines 
are distributed at the Shinjuku Multicultural Plaza; the Culture, 
Tourism and International Affairs Division (Shinjuku City Office 
Main Bldg. 1F); and the Shinjuku Bunka Center from March 25 
(Fri.).
Inquiries Cultural Exchange Division, Tel: 3350-1141

出
しゅつじょうしゃぼしゅう

場 者 募 集

1学
が っ き

期（4月
がつ

〜7月
がつ

）の学
がくしゅうしゃぼしゅう

習者募集！

　 多
た ぶ ん か き ょ う せ い こ う ざ

文化共生講座イベント情
じょうほう

報 다문화 공생 강좌ㆍ이벤트 정보

　日
に ほ ん ご

本語を学
まな

びたい、いろんな国
くに

の人
ひと

と交
こうりゅう

流
したい、困

こま

っていること・悩
なや

んでいることを相
そうだん

談
したいなど、多

たぶんかきょうせい

文化共生に関
かん

する情
じょうほう

報は下
か き

記
ホームページをご覧

らん

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
げんざいぼしゅうちゅう

在募集中の講
こ う ざ

座・イベントなど
◦新

しんじゅくくにほんごきょうしつ

宿区日本語教室（4月
がつ

～ 7月
がつ

）
◦国

こくさいこうりゅう

際交流サロン
◦外

がいこくじんそうだんまどぐち

国人相談窓口（日
に ほ ん ご

本語、英
え い ご

語、中
ちゅうごくご

国語、韓
かんこくご

国語、
タイ語

ご

、ミャンマー語
ご

）
日本語

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=352

　

현재 모집 중인 강좌ㆍ이벤트 등

◦신주쿠구 일본어 교실(4월~7월)

◦국제교류살롱

◦외국인 상담창구

  (일본어, 영어, 중국어, 한국어, 태국어, 미얀마어)

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 (July 

through April)
◦International Exchange Salon
◦Foreign Resident Advisory Corner
  (Japanese, English, Chinese, Korean, Thai, 

and Myanmarese)
English

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=279

　

　

　



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。

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

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。

申込み記載例 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）

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。

音　楽

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

楽しいコーラス・ピアノ・歌
若者からシニアまで、嬉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
高田馬場（駅近）・早稲田・他

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

琴伝流大正琴教室　TEL3200-5942
戸山生涯学習館　毎月第1、第3（水曜日）
午前中　見学・体験歓迎します。 
貸琴あります。　木下光望

♪子どものピアノ教室♪　牛込柳町2分
お子様に合ったテキストで基礎から丁寧に指導
いたします。月￥7000～Tel3358-1162　平野

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

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 ！
歌で英語力up 練習はピアノ 発表会はバンド
伴奏♪　高田馬場他　ARmuｓiｃ 3368-7318

あなたの声を優しく変身　3353-1338福田
歌謡曲・演歌他　軽いストレッチ、声のトレーニ
ングで声帯を鍛え老化を防ぎます。（場）若松他

能楽宝生流謡曲・仕舞教室会員募集
基本から応用までご教授します　初心者歓迎
お稽古はご相談に応じて随時　　一回三千円
☎03-3954-7371芙蓉会（大原）

ピアノ教室♪百人町社保付近 080-2065-3162
レベルに合わせ楽しく♪丁寧に指導致します
月￥6000　kumazo@mpd.biglobe.ne.jp 熊木

外国語・外国文化

－快楽中国語教室生徒募集　入門～上級－
中国人講師　千葉大卒　講師歴13年　3人制
月4回で6千円　四ツ谷駅2分　☎5368-2138

中高年の初級英会話　月謝月3回4000円
全く初めての方でも安心してお出でください。
土曜日10時30～12時　四谷地域センター
集会室４　　岩崎　☎3226-3477

英会話サロン・アオキ
英会話コース/英検コース
TOEICコース/高校・大学受験コース
ホームページは英会話サロンアオキで検索を 
下落合・高田馬場駅３分　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・独語・伊語・韓・中国語 
初級から上級者まで　マンツーマン3150円～
曙橋駅より徒歩１分　LIG 03-3355-4471
http://home.att.ne.jp/air/lig/

英検・TOEIC・IELTS・聞いて話す実践英語
小学4～大学生・一般女性　月6以上自由予制
￥1000・40分～入無年 ￥1500・他音楽有　目白近
隣駅停近　TEL:39548721　ICCEムジエッタ

大人の初級英会話・メンバー募集
角筈地域センター　火曜11:05～　2200円/月
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

脳と耳を鍛える英会話、スペイン語、ロシア語
フランス語、韓国語クラス／60代の方中心。
1回￥1575～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

Ａ級の若いプロに素敵な社交ダンスを習う会
毎週（火）午後２～３時／（金）午後８～９時
入会金なし、１回２千円　参加の都度支払
初心者優遇の個人レッスンも随時募集中
連絡先　090-5395-2732　高井

　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。

中高年健康ケア音楽体操とフラダンス
ひざ・腰痛み対応。月2回四谷地域センター
さわやか会　3350-1416

アート・工芸

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　℡090-7282-0950

若葉の会 いけ花 茶の湯 村田迄3565-2378
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頃から。

その他

個別指導　WAKO塾　生徒募集
◇対象　小学生　中学生　高校生
◇実績17年　たよれる個人塾　無料体験有
◇高田馬場3-34-16　山口　漢検準会場
◇☎3363-3915　E-mail：wakoj@sousekei.com
http://www.ac.auone-net.jp/~wakojuku/

講演　「網膜疾患の治療法について」
講師　聖母病院　眼科　森　直樹医師
日時　平成23年3月16日（水）　午後２時～３時
場所　聖母病院　５階講義室　参加費無料
担当　聖母病院医療相談室（3951）1119

パソコンを活用する会　メンバー募集
場所：戸塚地域センター 
月会費 3000円　　連絡：03-3366-4494

俳句サークル　会員募集
毎月第1（水）・第3（水）　大久保地域センター
13～15時　連絡先3207-1418　原口まで

パート職員募集公益財団法人新宿未来創造財団
職　種（A）放課後子どもひろば支援者（B）プール監視

員（C）①新宿歴史博物館または、②佐伯祐三ア
トリエ記念館受付および施設運営事務

応募資格国籍・学歴不問
※（A）地域の小学生の遊び場、学びの場の安全

管理ができる方。母子指導員・教員・幼稚園
教諭等有資格者、心理・教育・社会・芸術・
体育専攻の方歓迎。（B）経験者・資格保持者歓
迎。（C）エクセル・ワードなどのパソコン操作
ができる方

雇用期間4月1日～平成24年3月31日（1年間）。いずれも
勤務成績が良好な場合のみ雇用期間を更新

待　遇（A）（B）時給900円～、（C）時給850円～
共　通交通費（上限日額500円）

勤務時間（A）平日の放課後（長期休業中は10時から実施）1日2 ～
5時間程度、週1日から勤務可。（B）夜間（22時まで）週3日
程度、1日5 ～ 7時間（土・日、祝日歓迎）（C）9時～ 17時
45分の間のシフト制（土・日、祝日出勤あり）、週3 ～ 4日、
週19 ～ 24時間勤務

休　暇 年次有給休暇（規定された休暇発生月より所定労働日数
に基づき給付）

選　考書類選考のうえ面接試験。（C）は3月20日（日）予定
申込み 3月16日（水）必着。履歴書を（A）（B）は新宿コズミックセ

ンター１階窓口、（C）は新宿歴史博物館窓口へ直接または
郵送で。履歴書には、上記（A）、（B）または（C）の①か②（ど
ちらの施設でもよい場合は「どちらでも可」）と明記のこと

問合せ（A）子ども・地域課　☎3232-5122（B）施設課　☎3232-7701
 （C）学芸課　☎3359-2131

コズミックセンター　14日（月）／大久保スポーツプラザ　22日（火）／新宿文化センター　8日（火）
宿歴史博物館　14日（月）・28日（月）／生涯学習館《赤城・住吉町・西戸山》14日（月）　《三栄町・戸山・北新宿》28日（月）

3月の休館日の
お知らせ


