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新宿文化センター

11月5日（土） 11時〜17時国際都市新宿・踊りの祭
典2011

★客席が舞台に近く臨場感あ

　ふれる公演が好評の大ホー

　ルから、吸音設備を備えた

　60名規模の会議室まで、新

　宿の文化・芸術の発信基地!

info
所在地: 新宿6-14-1

アクセス: 東京メトロ副都心線・都営

地下鉄大江戸線「東新宿駅」A2出口か

ら徒歩約7分 ／ JRほか各線「新宿駅」

西口・「池袋駅」東口・「渋谷駅」東口

からバスで「日清食品前」停留所下車

徒歩約5分　ほか
開館時間: 9時〜22時

休館日: 原則毎月第2火曜日

問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

優れた音楽・演劇・伝統芸能などの鑑賞の場として、また、文化・芸術活動の発表・

練習から、会議・研修までと多目的にお使いいただけます。どうぞお気軽にご利用くだ

さい。
〈主な施設〉 大ホール（定員1802名）、小ホール（定員210名）、展示室、リハーサル室、レス

トラン、会議室（第1〜5＊、和会議室）　＊第1・2会議室は、音楽・合唱の練習などにも利

用可能です
※貸切利用には団体登録が必要です。詳細は文化交流課までお問い合わせください

入場無料　 世界の踊り、食べもの、仲間が

新宿文化センターに集まります！

【レガス新宿　生涯学習施設ガイド】
　レガス新宿が管理・運営している区内の屋内外スポーツ
施設の登録・利用方法や、新宿文化センター、新宿歴史
博物館の紹介のほか、団体のスポーツ・文化活動、また
会議などで各学習施設をご利用い
ただく際の方法などを掲載してい
ます。
　『生涯学習施設ガイド 〜 
Shinjuku Study Guide 』は、
今号に掲載されている各館の窓
口に配置してあります。ご利用
の際はお気軽にご相談ください。

※生涯学習施設ガイドは、財団ホー
　ムページからダウンロードできます

その他　スポーツ・学習施設、文化施設のご案内は2・3面へ

レ ガ ス の 施 設 ま る わ か りレ ガ ス の 施 設 ま る わ か り

info
所在地: 三栄町22
アクセス: JR、東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」から徒歩
約10分 ／ 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」から徒歩約8分 
／ 都営地下鉄新宿線「曙橋駅」から徒歩約8分
開館時間: 9時30分〜17時30分（入館は17時まで）
休館日: 毎月第2・4月曜日（休日の場合は、その翌日）
※全館燻

くん

蒸
じょう

期間　12月22日（木）〜28日（水）
観覧料: 【常設展示】一般300円、小中学生100円 ／団体20名
以上の場合は一般150円、小中学生50円

【特別展・企画協働展】そのつど定めます
※新宿区立小中学校の夏季・冬季・春季休業日ならびに「都民の
　日」は小中学生は観覧無料
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

新宿歴史博物館

info
所在地: 大久保3-1-2（コズミックセンター　地下1階）

入場料: 大人1回400円、中学生以下1回100円

問合せ: 施設課　☎3232-7701
年間を通じてご利用いただける屋内プールです。

大プールは水深1.2mで深さが一定のため、

水中ウォーキングやエクササイズに適しています。

通常21時45分まで利用できるので、

お仕事帰りなどに気軽にお立ち寄りください！

コズミックセンター屋内プール

info
所在地: 大久保3-1-2
アクセス: 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」3番出口から徒歩約2分／JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」早稲田口から徒歩約15分 ／ JR山手線「新大久保駅」から徒歩約15分  

開館時間: 9時〜22時
休館日: 毎月第2月曜日（休日の場合、その翌日）問合せ: 施設課　☎3232-7701

スポーツ全般、会議や研修、文化・学習活動、ダンス、演劇練習、体操などと多目的にお使いいただけます。個人＊でもお使いになれる「屋内プール」や「幼児体育室」も備えられているほか、個人開放日には「弓道場」や「武道場」で“伝統武術”もお楽しみいただけます。＊個人利用についてはお問い合わせください1階ロビーには、マッサージチェア（100円／10分）や自動販売機のほかに「地域の情報コーナー」もあり、運動や学習だけでなく、区民の憩いの場としてもご利用いただけます!また、区民のみなさまに気軽に楽しんでいただけるイベントもたくさん開催しています。
※貸切利用には団体登録が必要です。詳細は施設課までお問い合わせください◆無料で気軽に生演奏を! 　『ロビーコンサート』（毎月開催）◆10月下旬にはハロウィンにちなんだ催しが予定されています!

　　　　　新宿コズミックセンター

歴史博物館には、旧石器時代から平成までの新宿区の歴史を紹介した「常設展示室」と、特別展や
所蔵資料展を行う「企画展示室」があります。
現在、江戸の文人で狂歌師でもあった粋人大
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を中心に取り上げた特別展「『蜀
しょく

山
さ ん

人
じ ん

』大田南畝
と江戸のまち」＊を開催中です。＊12月4日（日）まで。開催期間中、毎週金曜日は20時まで開館（入館は
19時30分まで）
そのほか、一般の方でも会議や研修会などにお使いいただける「講堂」や、新宿の歴史に関する書籍
をそろえた「閲覧室」もあります。どうぞお気軽にご利用ください。
※講堂の利用には団体登録が必要です。詳細は学芸課までお問い合わせください 大田南畝像（個人蔵）

★ 新宿のスポーツの殿堂。スポー

　ツ施設の機能だけでなく、文化・

　学習施設も備えた複合施設。

★大人気の「レガスポ! 」はここで!

★お仕事帰りにちょっと
　ひと泳ぎしませんか?

★新宿の《昔》を学び、

　《今》を知ろう!

★新宿のルーツが

　“れ
こ　こ

きはく”に!

　レガス新宿が管理しているコズミックセンター、
新宿歴史博物館、新宿文化センターについては、

「窓口共通受付サービス」を実施しています。例え
ば、新宿文化センターの窓口でコズミックセン
ターの体育室の貸し出しがご予約いただけます。
どうぞご利用ください。

　「利用者登録」「抽選申し込み」「空き施設予約」「料金支払い」の
お手続きについてお取り扱い可能です。
※新宿文化センターの施設では、会議室、展示室（練習利用）、　
　リハーサル施設（練習利用）の共通サービス利用が可能です
※予約の変更・取り消しと料金の返金は、ご利用施設でのみ取
　り扱います

■共通サービスでのお取り扱い

上記の3施設は、一つの窓口で
まとめてご予約いただけます!

窓口共通受付サービスのご案内

www.regasu-shinjuku.or.jp
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http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=9315


info
所在地: 歌舞伎町2-44-1　ハイジア11階

アクセス: 西武新宿線「西武新宿駅」北口か

ら徒歩約5分 ／ JRほか各線「新宿駅」東口

から徒歩約10分
開館時間: 9時～21時
休館日: 毎月第2・4水曜日
問合せ: しんじゅく多文化共生プラザ

☎5291-5171　 5291-5172
 bunka@regasu-shinjuku.or.jp

しんじゅく多文化共生プラザは、日本人と外国人が交流し、学びあってお互いの文化や生活

などへの理解を深めるための場所です。それぞれさまざまな文化を持った

人々がともに生活していくのに役立つ各種講座が受けられるほか、生活や

地域に密着した情報を得たり交換したりすることもできます。どなたでも

ご利用できますので、お気軽にお立ち寄りください。

しんじゅく多文化共生プラザ

◆三栄町生涯学習館
〒160-0003 本塩町2（旧四谷第三
小学校・校舎3階）
☎3341-1024
　施設の建て替えに伴い、今年6月
１日に旧四谷第三小学校の校舎3階
に移転しました。引き続き、みなさまの生涯学習活動を応援し
ていきます。
アクセス: JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線・南北線「四
ツ谷駅」から徒歩約3分
主な施設: レクリエーションホール、多目的室、教養室、
講習室、視聴覚室

◆赤城生涯学習館
〒162-0817 赤城元町1-3
☎3269-2400
　神楽坂の駅から歩いて3分。人気
の神楽坂商店街もすぐ近くで、区
内在住の方はもとより在勤の方に
もうれしいロケーション。赤城神社の隣にあり、静かな学習環
境が保たれているのも魅力です。
アクセス: 東京メトロ東西線「神楽坂駅」1番出口から徒歩約3分
／ 都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口から徒歩約7分
主な施設: ロビー、講習室、レクリエーションホール、
教養室A、教養室B、視聴覚室、和室

生涯学習館

info
所在地: 中井2-20-1
開館時間: 10時～16時30分（入館は16時まで）
休館日: 毎週月曜日（休日の場合は、その翌日）
入館料: 一般150円、小中学生50円／団体20名以上
の場合は一般80円、小中学生30円
アクセス: 都営地下鉄大江戸線・西武新宿線「中井駅」
から徒歩約7分 ／ 東京メトロ東西線「落合駅」から徒歩
約15分 ／ 西武バス（宿20-1）「中井駅」から徒歩約5分
問合せ: 林芙美子記念館　☎5996-9207

『放浪記』『浮雲』などの代表作で知られる作家・林芙美子が、昭和16年（1941年）8月
から昭和26年（1951年）6月28日にその生涯を閉じるまで住んでいた家です。
随筆『家をつくるにあたって』のなかで「私の生涯で家を建てるなぞとは考へてもみな
かったのだけれども…（中略）…生涯を住む家となれば、何よりも、愛らしい美しい家を
造りたいと思った」と芙美子が綴

つ づ

っているように、「生活」をなに
よりも大切に考えた作家の意向を今も感じ取ることができます。

林芙美子記念館

開館時間: 9時～22時（受付時間は21時30分まで）　利用時間: 【午前】9時～12時　【午後】13時～17時　【夜間】18時～22時　※利用時間には、準備および後片付けの時間も含みます
休館日: 毎月第2月曜日〈赤城・住吉町・西戸山〉　毎月第4月曜日〈三栄町・戸山・北新宿〉　※ほかに、管理上必要がある場合は臨時休館となります　 
問合せ: 各生涯学習館または学習・スポーツ課　☎3232-5121

歌って、踊って、楽しさ実体験 !

北新宿生涯学習館まつり
　コアダンスなどの舞台発表や、生花を使ったフラワーアレンジメント作品の展示
のほか、体験・参加コーナーでは、組みひもによるアクセサリー作りや太極拳など
にチャレンジできます。
日時: 10月29日（土）・30日（日）　ともに10時～16時
会場: 北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）
見どころ: 【舞台発表】歌、佐渡の伝統芸能、フラダンス、コアダンス、太極拳など

【展示コーナー】彩色水墨画、盆栽、野鳥木彫り、組みひも、アレンジフラワーなど
【体験・参加コーナー】アクセサリー作り、フラティーチ、太極拳など
料金: 無料　※ただし、体験コーナーは一部有料
問合せ: 北新宿生涯学習館　☎3365-3541

来て、見て、Let's Enjoy!

戸山生涯学習館まつり
　約70団体が日ごろの学習の成果を披露します。縁日コーナーでは、
焼きソバ、カレーライス、パンなどの販売もあります !
日時: 10月29日（土）・30日（日）  ともに10時～16時30分
会場: 戸山生涯学習館（戸山2-11-101）
見どころ: 【舞台発表】歌、フラメンコ、ベリーダンスなどの踊り、楽
器演奏など　【体験・参加コーナー】ダンス、手芸など　【展示コー
ナー】絵、書、手工芸、和・洋裁、お花など　【お茶席】両日とも開催

【縁日コーナー】焼きソバ、カレーライス、パン、クッキーなどの販売
料金: 無料　※ただし、体験コーナーは一部有料、お茶席は300円

（お菓子付き）
問合せ: 戸山生涯学習館　☎3207-1181

昨年披露されたフラダンス

昨年の展示作品から

無
　料

無
　料

◆戸山生涯学習館
〒162-0052 戸山2-11-101
☎3207-1181
　面積や部屋数は区内生涯学習館
のうち最大規模。図書館も併設さ
れており、利便性も優れています。
今年4月には新たに陶芸窯と多目的室（壁面鏡付き）も設置され
ました。
アクセス: 東京メトロ副都心線「東新宿駅」B1エレベーター口か
ら徒歩約8分 ／ 都営地下鉄大江戸線「若松河田駅」河田口から徒
歩約12分 ／ 都営バス（橋63・宿74・飯62）「国立国際医療セ
ンター」から徒歩約3分
主な施設: ホール（舞台付き）、ワークルーム（壁面大鏡付き）、
学習室A、学習室B、学習室C、学習室D、和室、多目的室

◆北新宿生涯学習館
〒169-0074 北新宿3-20-2 
☎3365-3541
　図書館・児童館・ことぶき館が
併設された利便性に富んだ施設で
す。料理もできる講習室と本格的
な和室が好評です。
アクセス: JR中央線「大久保駅」北口から徒歩約12分・「東中野
駅」東口から徒歩約9分 ／ 都営地下鉄大江戸線「東中野駅」A1出
口から徒歩約13分 ／ 関東バス（宿05）「北新宿」から徒歩約3分
主な施設: レクリエーションホール、学習室A、学習室B、
視聴覚室、講習室（調理室）、和室

◆住吉町生涯学習館
〒162-0065 住吉町13-3
☎3351-6566
　区内の生涯学習館の中で最も新
しく、エレベーターが備えられて
います。「情報・交流コーナー」も
充実しています。
アクセス: 都営地下鉄新宿線「曙橋駅」A2出口から徒歩約5分 ／ 
都営地下鉄大江戸線「若松河田駅」若松口から徒歩約15分 ／ 都
営バス（白61）「曙橋」から徒歩約5分 ／ 都営バス（高71・早81・
宿74甲2・宿75）「東京女子医大前」 から徒歩約10分
主な施設: 情報・交流コーナー、学習室A、学習室B、
美術工芸室、レクリエーションホール

◆西戸山生涯学習館
〒169-0073 百人町4-7-1
☎3368-3221
　地域のみなさまの熱意により都
内最初の「婦人会館」として開設し
た歴史を持ち、今ではどなたにも
ご利用いただける地域の憩いの場となっています。
アクセス: JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場 
駅」早稲田口・1番出口から徒歩約15分 ／ JR中央線「大久保駅」
北口から徒歩約15分 ／ 都営バス（上69・飯64・橋63・飯62）

「小滝橋（車庫）」から徒歩約4分 ／ ケイビーバス（宿02）・関東バ
ス（宿08）「小滝橋」から徒歩約4分 ／ ケイビーバス（百01）「戸山
団地中央」から徒歩約3分
主な施設: 講習室、視聴覚室、教養室A 、教養室B、和室

★それぞれの地域で
　生涯学習活動の拠
　点としてフル回転し
　ています！

★愛らしく美しい家と
　草花に彩られた庭園
　に“芙美子”が
　感じられます。

info
所在地: 中落合2-4-21

アクセス: 西武新宿線「下落合駅」から徒歩約10分

※車での来館はご遠慮ください

開館時間: 【5月～9月】10時～16時30分　

　　　　   【10月～4月】10時～16時

休館日: 毎週月曜日（休日の場合は、その翌日）

入館料: 無料
問合せ: 佐伯祐三アトリエ記念館　☎5988-0091

下落合の佐伯公園内にある佐伯祐三のアトリエが平成22年4月にリニューア

ルされ、それまで入ることのできなかったアトリエの内部などを一般に公開し

ています。館内の展示室で映像やパネルにより画家・佐伯祐三を紹介している

ほか、管理棟のミニギャラリーのパネル展示では、30歳の若さで亡くなった天

才画家の生涯やその画業をしのぶことができます。

また、建物は現在も当時と同じ敷地にあり、大正期のアトリエ建築を今に伝え

ています。

佐伯祐三アトリエ記念館

※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3館では、土日・祝日を中心に
　  「ガイドボランティア」による館内および展示物などの解説を実施しています。ぜひご活用ください　

★夭折の天才画家に
　思いを馳

は

せる。
★下落合に今も佇

たたず

む
　大正期のアトリエ
　建築。

　　※いずれの施設も年末年始の休館は12月29日〜1月3日です。　
　　　ただし、休館日は管理上変更になる場合があります　

新宿区内に数あるレガスの管理施設は、
区内在住・在勤・在学の方はもちろん、
新宿を訪れるすべての人に開かれた公共施設です。
スポーツから生涯学習、会議、稽

け い

古
こ

や趣味の集い、
そして文化芸術の発表・鑑賞まで、
多岐にわたるご利用が可能です。
ぜひ一度お越しください！

　

info
◆西戸山公園野球場（百人町4-1）

◆落合中央公園野球場・庭球場（上落合1-2）

◆西落合公園少年野球場・庭球場（西落合2-19）

◆甘泉園公園庭球場（西早稲田3-5）

◆北新宿多目的広場（北新宿3-20）

◆旧淀橋中学校（大智学園）運動広場（北新宿1-21-10）

◆新宿ここ・から広場（新宿7-3-29）

◆戸山多目的運動広場（戸山3-2）

ほかに、区立小中学校の校庭なども屋外スポーツ施設と

してご利用いただけます。詳しくは、財団ホームページの

「施設」をご覧ください。

※貸切利用には団体登録が必要です。詳細は施設課まで

　お問い合わせください

※施設によって利用できる種目や団体、時間などが異　

　なりますので、ご確認のうえご予約ください

問合せ: 施設課　☎3232-7701

区内の公園内の運動場や区立学校の運動施設を

「屋外スポーツ施設」としてご利用いただけます。

屋外スポーツ施設

親子で楽しめるイベント

「親子でフリスビー名人になろう!」

開催!!
日時: 11月23日（水・祝）　10時～15時

会場: 西戸山公園野球場（百人町4-1）　

講師: アルティメット日本代表　森友紀氏　

内容: フリスビーの投げ方講習会、

ドッヂビー試合　など

対象: 区内在住の小学生とその家族

申込み: 11月13日（日）必着。電話または受信

可能なFAXがある場合は 3209-1833へ記載

例（4面）のほか、学校名・学年、保護者の氏名・

年齢、連絡先を明示し、施設課へ。コズミック

センター窓口でも申し込み可

問合せ: 施設課　☎3232-7701

スポーツ活動や生涯学習の場として、学校教育に支障のない範囲で体育館・校庭・特別教室などの学校施設を開放しています。

学校施設開放info
利用対象 : 区内在住・在勤 10 名以上（教室の場合は 5 名以上）の団体　※代表者は成人の方となります団体登録申込み : 区内在住・在勤を確認できる証明書をお持ちのうえ、新宿コズミックセンター　1 階窓口でお申し込みください

開放施設 : 区立小中学校、旧四谷第三小学校、新宿養護学校　※利用施設は学校ごとに異なります開放時間 : 
【午前】9 時～ 12 時（土日・祝日のみ）【午後】13 時～ 17 時（土日・祝日のみ）【夜間】小学校　18 時～ 21 時 ／ 中学校・ 新宿養護学校　18 時 30 分～ 21 時　※四谷中、落合中、落合第二中の夜間区 　分は、19 時～ 21 時

★青空の下で汗を流そう!
★野球、サッカー、テニスな　
　ど、小学生から一般の団体
　までのご利用が可能です。

info
所在地: 大久保3-1-2（コズミックセンター　8階）問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

★星空コンサート★
さまざまな楽器による生演奏と季節の星座解

説を組み合わせた大人向けプログラム。満天

の星空の下で聴く生演奏はカクベツです!

開催: 毎月1回程度
入場料: 全席自由　1,500円／名

★一般投影★季節ごとの番組を投影しています。子どもから
大人まで、どなたでもお気軽にお楽しみいただ
けます。
開催: 毎月第2土曜日、第3日曜日、第4土曜
日（原則）
※ゴールデンウィーク・夏休み・冬休みなども
　開催します。詳しくは、本紙、財団ホームペー
　ジでご確認ください投影時間: 投影当日の10時30分～、13時30

分～、14時50分～の1日3回。1回の投影時
間は約50分　※途中入退場不可入場料: 高校生以上300円、中学生以下無料

コズミックセンター
プラネタリウム

屋外テニスコート（ハードコート2面）と、ダンスや卓球、会議、絵

画サークルなど多目的にお使いいただける4つの部屋を備えた複

合施設です。3階ロビーには自動販売機、地域の情報を集めたコー

ナー、マッサージチェアなどがあり、どなたでもご利用いただけま

す。そのほか、児童遊戯室（小学生以下対象）も無料でお使いいた

だけますので、運動の合間の休憩に、お子さま連れでのお散歩の合

間に、お気軽にご利用ください。

※貸切利用には団体登録が必要です。詳細は施設課までお問い合わせください

『落語 in 和室』大久保寄席
毎月1回月曜日の午前中、3階和室では、どなたさまも身近に! 
気軽に! お楽しみいただける『大久保寄席』＊を開催しています。
大人も子どもも和室でゆったり。お腹の底からワッハッハ!
◆新宿文化センター和会議室でも毎月1回金曜日に開催してい
　ます（次回開催は11月25日（金）10時30分〜）

＊11月は7日の10時30分（10時開場）
　から、桂夏丸が登壇します。入場料は
　400円（お得な回数券もあり）。事前申
　し込みは不要、直接会場へお越しくだ
　さい!
問合せ: 施設課　☎3232-7701

info
所在地: 大久保3-7-42

アクセス: JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」早

稲田口から徒歩約10分 ／ JR山手線「新大久保駅」から徒歩約10分

開館時間: 9時～22時
休館日: 毎月第3月曜日（休日の場合、その翌日）

問合せ: 大久保スポーツプラザ　☎5285-1477

　　　   施設課　☎3232-7701

大久保スポーツプラザ

2 3

★高田馬場・新大久保どちら 
　からでもアクセスOK!
★テニス、和室、会議、文化
　活動など、多目的に利用可
　能な屋内外複合施設です。

★アクセス抜群の
　“都会のオアシス”。
★月1回の『星空コン　
　サート』が人気です。

★多文化交流の最前線。
★日本語学習支援の拠点と　
　してもフル回転しています。

東京句会（毎月第１土曜、１時から）
場　所：新宿区若松地域センター
最寄駅：大江戸線・若松河田４分
水曜句会（毎月第１水曜、１時から）
場　所：俳句文学館
最寄駅：中央線・大久保５分
※見学自由、句会参加費1,500円
連絡先：遠矢俳句会 ☎03-3952-3131

俳句を愉しみませんか！

ここは広告スペースです。お問い合わせは直接広告連絡先まで。
掲載のお申し込みは、財団ホームページの

23年度Oh! レガス広告お申し込み受付中! をクリックしてください。

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
mailto:info@kijin.com
mailto:bunka@regasu-shinjuku.or.jp


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
　文化交流課

記入しない

返信（裏）往信（表）

申
込
先
所
在
地

申
込
先
名

は、財団ホームページ内の「講座予約サービス」
から申し込み可

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

往信（裏）返信（表）

申
込
者
住
所

申
込
者
氏
名

記載例

返信用にもご自分の住所・
氏名を書いてください。
※特に記載のないものは、
応募多数の場合は抽選に
なります

※申込先、所在地の記載が
ある場合は、各あて先へ

ハクエイ・キム　トライソニーク Live 2011 
日時: 10月27日（木）　19時開演　会場: 小ホール

フレッシュ名曲コンサート 
『オール・チャイコフスキー・プログラム』 

日時: 11月13日（日）　15時開演　会場: 大ホール
※好評につき、区民割引は完売しました

パイプオルガンリサイタル
早島万紀子リサイタル

『ジャン・アランの空中庭園』 
日時: 11月15日（火）　19時開演　会場: 大ホール

障がいのある子どものための
「ふれあいコンサート」 

日時: 11月23日（水・祝）　13時開演　会場: 小ホール

第九　～絆のシンフォニー～ 
日時: 12月4日（日）　15時開演　会場: 大ホール

ニューイヤーコンサート　
三ツ橋敬子 in 新宿文化センター 
日時: 平成24年1月7日（土）　15時開演　会場: 大ホール

はじめてのおんがくかい　※楽器体験コーナーあり
①ほのぼのクラシック （未就学児向け）　
②わくわくクラシック （小学生向け） 
日時: 平成24年1月21日（土）　
　　　①11時開演　②14時30分開演　
会場: 大ホール

新春名作狂言の会 
日時: 平成24年1月27日（金）　19時開演　会場: 大ホール

異文化体験チャリティ・ライヴ in プラネタリウム 
～ブルガリアの星空と音楽～ 
日時: 11月6日（日）　17時開演

あなたの活動を応援します!!
つなぎます! 学びたい人、支えたい人
人材バンク 指導者・支援者情報公開のお知らせ
　スポーツ・生涯学習の指導者や団体を探したい方、
得意分野を活かしてグループ活動を支援したい方、それ
ぞれの活動をレガス新宿がつなぎます ! 
※情報利用のご案内および指導者登録の方法は、財団ホーム
　ページをご覧ください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

①七つの大罪 そして…／首相の親友
　   ☆3公演　各15名様ご招待
　日時: 12月10日（土）　13時開演、18時開演
　　　　12月11日（日）　13時開演
　主催: 楽劇座
②ザ・アイリッシュダンス〜ラグース〜
　  ☆3公演　各100名様ご招待
　日時: 12月16日（金）　19時開演
　　　　12月17日（土）　12時30分開演、16時開演

会場: 新宿文化センター　①小ホール　②大ホール
※いずれの公演も、開場は開演の30分前
申込み: 11月14日（月）必着。郵便はがきに希望公演
名・希望日時・希望人数（1通につき2名まで）のほか、
郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入し、文化交流
課へ　※当選者の発表は招待券の発送をもって代えさ
せていただきます
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

一歩一歩、健康づくり♪健康ウォーキング情報
NPO法人新宿区ウオーキング協会  例会
昭和記念公園巡りウォーク  約10km
日時: 11月1日（火）　9時40分〜10時受付　14時解散予定
※雨天決行
コース: 昭和記念公園内を巡ります。昼食時は休憩し昼食をと
りますので、お弁当をご持参ください　※入園料は主催者側
が負担します
集合: 昭和記念公園（立川市緑町3173）　西立川口ゲート前

（JR青梅線「西立川駅」）
解散: 昭和記念公園　立川口ゲート前（JR中央線「立川駅」）
対象: どなたでも　定員なし
料金: 400円
申込み: 予約不要。受付時間内に直接集合場所へ
主催: NPO法人新宿区ウオーキング協会
その他: 当日は手が自由になるように運動しやすい服装（ス
カート不可）・運動靴でお越しください。飲み物・帽子・雨具
などは各自でご用意ください
問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング協会　☎090-3217-4109

講義&実技
「ウォーキングの楽しみ方」

　いつでもどこでも気軽にできる身体に優しいウォーキン
グ。しかし、正しい歩き方をしないと、かえって身体に負
担がかかってしまいます。歩き方の基本を学びましょう。
日時: 10月25日（火）　10時〜12時（9時30分受付開始）
会場: コズミックセンター　3階大会議室
講師: 三原芳枝（健康ウォーキング指導士・健康管理士 一般指
導員）
定員: 50名程度（先着順）　料金: 200円（当日集金）
申込み・問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング協会　
☎090-3217-4109

オーダーメイドのスポーツをあなたに…
出前レガスポ! はじめました
みなさまのご要望に応じたプログラムと講師を提案! 
運動講座を“出前（開催）”します!!
　地域の集まりやグループ、仲間同士などで運動をして
みたい…。そんなみなさまの身近な健康づくりをサポート
するのが「出前レガスポ !」です。
　レガスポ ! 登録講師と職員が、会場に直接うかがい、
短期スポーツ講座を行います。準備から片付けまで、長
年の講座運営の経験を活かしたスムーズな進行ならお任
せください !
講座: ヨーガやストレッチなど、多彩なプログラムをご用意
対象: 区内在住・在勤または在学の方で構成されるおおむね
20名の団体　※ただし、会場は団体の方がご用意ください

（会場使用料が発生する場合は団体の負担）
料金: 講師料（交通費等を含む）のほか、参加料がかかります（20
名まで基本料金一律10,000円／回、ただし20名を超えると1
名につき500円／回加算）　※CDデッキやヨガマット代などは
参加料に含む。そのほか、詳細は直接お問い合わせください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

第64回都民体育大会春季大会
◆バレーボール9人制女子　優勝
　新宿区バレーボール連盟　新宿闘心会
平成23年度都民生涯スポーツ大会
◆弓道　優勝
　新宿区弓道連盟
　【メンバー】相原喜龍、清水利春、高橋とし子、
　　　　　　駿河諦、鵜ノ澤清正、池谷誠治
　【監　　督】山西顕六　　　　　 
◆なぎなた　試合競技　準優勝　
　新宿区なぎなた連盟
　【メンバー】金子智津、蓮沼順子、高尾恭子
　【監　　督】射手矢知子　　（いずれも敬称略）

区 民 招 待 の ご 案 内

絵と書でつなぐ交流の輪
友好都市児童・生徒作品交流展
　新宿区では国内外の都市と友
好提携し、さまざまな交流を進め
ています。子どもたちの絵画・書
道作品による交流展を通じて、お
国柄や土地柄など、その国や地
域の伝統・文化を感じてもらえる
でしょう。ぜひ、ご家族・お子さ
ま連れでお越しください。
日時: 10月22日（土）〜25日（火）　8時〜21時
※ただし、22日は12時〜21時、25日は8時〜17時
会場: 新宿駅西口広場イベントコーナー（京王線・小田急線・
JR各線「新宿駅」西口改札口から徒歩1分）
展示: ギリシャ共和国レフカダ町、中華人民共和国北京市東
城区、長野県伊那市、新宿区の3歳〜15歳の子どもたちの絵
画・書道作品　約300点
共催: 新宿区
後援: 公益財団法人東京都道路整備保全公社
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

おとなの経済・証券講座
　子育て、退職後など、さまざまなライフステー
ジにあわせたマネープランを考え、金融や証券に
関するトラブルを防ぐための講座です。

 

会場: いずれもコズミックセンター　5階中研修室
定員: いずれも90名（各回先着順）
提携・協力: NPO法人投資と学習を普及・推進する会
申込み: 事前に電話またはFAX（ 3209-1833）で、「参加希
望講座名」を学習・スポーツ課までお知らせください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

エクセル初級まるわかり
（Office 2007・2010）
　四則演算と関数、表や資料の作成など、エクセルの
初歩が 1日で学べます。
日時: 11月19日（土）　10時〜16時　※途中、休憩1時間あり
会場: パソカレッジ高田馬場校（高田馬場3-3-1 ユニオン駅前
ビル2階、JR山手線ほか各線「高田馬場駅」から徒歩2分）
定員: 16名（先着順）　※最少催行人数7名
受講料: 5,000円（テキスト代別）
申込み: 11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 3209-1833へ記載例（右記）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

生涯学習フェスティバル
邦楽のつどい
　「箏

そう

曲
きょく

」「尺八楽」といった、古くから広く親しまれてき
た日本の伝統音楽。宮中や寺社を中心に演奏されてきた

「雅
が

楽
がく

」、そして「琵琶」「一
いち

絃
げん

琴
きん

」などの和楽器や唄に
よる心に響く“邦楽”をお楽しみください。
＊演奏の前に、これらの音楽で用いられるすべての楽器が体
　験できる「和楽器体験教室」も開かれます。初心者大歓迎。
　老若男女を問わず、どなたさまもお気軽にご参加ください!
日時: 11月6日（日）　正午開場　

【和楽器体験教室】正午〜12時50分　【演奏】13時〜16時
会場: 新宿文化センター　小ホール
定員: 210名（先着順）
申込み: 不要。当日、直接会場へお越しください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

お
め
で
と
う

　
　
ご
ざ
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す
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す
!

 新宿文化センター コズミックセンター　8階プラネタリウム

問合せ: 文化交流課　☎3350-1141
◆入場料など詳細は、文化交流課へお問い合わせください

主 催 公 演 の ご 案 内

講 座 名 ／ テ ー マ 日　時
証券投資入門⑦ 

「決算書の見方」
  10/29（土） 
  10:00 〜 12:00

証券投資入門⑧ 
「投資指標の見方」

  10/29（土） 
  13:30 〜 15:30

証券投資入門⑨ 
「投資信託のしくみと上手な利用法」

  11/5（土） 
  10:00 〜 12:00

証券投資入門⑩ 
「震災後の経済情勢と証券投資」

  11/5（土） 
  13:30 〜 15:30

「金融トラブルから身を守る」 
〜証券取引のしくみ〜

  11/19（土） 
  10:00 〜 12:00

「新聞経済記事の読み方」 
〜経済に強くなるために〜

  11/19（土） 
  13:30 〜 15:30

新宿山吹高校の体育施設を開放
します
　設備の修復および節電のために休止しておりましたが、
11 月 3日（木・祝）から再開します。
登録受付: 10月20日（木）から　
※11月利用分の締め切りは10月30日（日）です
対象施設: 屋内温水プール、大・小体育館、ルーフグラウン
ド、クラブハウス
登録に必要なもの:
①健康保険証・運転免許証・社員証などの「身分証明書」
②加入している傷害保険の会社名が分かるもの
③プール利用の場合は、登録料（一般1,000円、小中学生200円）
④プール以外の施設を利用する場合は、団体責任者の印鑑、　
　団体構成員の名簿
※クラブハウスのみ利用する場合は、傷害保険に加入する必要
　はありません
※傷害保険に加入していない方は、スポーツ安全保険への加入
　が必要となります（保険料: 一般1,600円、小中学生600円）
※登録時に加入申し込みも可能です
申込み: コズミックセンター　受付窓口（8時45分〜21時30分）
その他: プール以外の施設の利用抽選会（11月・12月分）は10月
25日（火）に開催します
問合せ: 施設課　☎3232-7701　※ご利用日程・方法などに
ついては、受け付けの際に説明します

来て・見て・楽しい　新宿フィールドミュージアム
新宿フィールドミュージアム事業は、10月から11月までを「文
化月間」として多くの文化芸術団体の参加のもと、文化芸術活動
のネットワークの構築、新宿の魅力をまちぐるみで発信・創造
し、多くの人を惹きつけることを目的として実施しています。
※このマークが付いた事業は新宿フィールドミュージアム対象事業です。
　詳細は区内施設で配布されているパンフレットをご参照ください

　　  マークが付いている公演は、財団ホームページ内の「インターネットチケット販売」からお申し込みいただけます。
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無
　料
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当日券あり

当日券あり
開催間近!

申込
み

受付
中!

oe23Z™講座

当財団へのご意見・ご要望をお聞かせください !  手紙・はがき・FAXでお寄せいただく場合は右記「記載例」中のコズミックセンター所在地あてご送付ください。ホームページからお寄せいただく場合は　　　　　　　　　　　 へ。レガス新宿

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
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