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毎月5日と奇数月20日発行

1月20日号発行:      公益財団法人新宿未来創造財団
〒169-0072東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックセンター内
☎03-3232-7701（代表）  　　03-3209-1833

開催期間: 開催中～2月5日（日）　
　　　　  9時30分～17時30分（入館は17時まで）
会場: 新宿歴史博物館　地下1階企画展示室
本展開催中の休館日: 1月23日（月）
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

平塚運一と
落合の版画家

西落合に住み
日米両国で活躍した
木版画家・平塚運一の作品を展示中

　平塚運一（1895～1997）は、下絵、彫
ほ

り、摺
す

りを一人で手掛ける創作版画家の第一人者として日米
両国で活躍しました。
　開催中の本展では、当館が所蔵する運一の作品群から『きつつき』『大同石仏ビシュヌ』『甲州猿橋』
『ジョージタウンの老樹』など約50点を選り抜き、展示しています。また、現在も活躍している日本板
画院同人・理事　岩崎浩三氏の木版画『平塚運一先生100歳』を特別展示、古美術研究家・料

りょう

治
じ

熊
くま

太
た

が
まとめた、運一らの作品を載せた版画雑誌も併せて紹介しています。ぜひいちど足を運び、“白黒版画”
が表現する独特の世界を感じてください。

新宿区立小学校
受け継がれた
学び舎の宝

無
　料

　戦前の新宿区域には、40にのぼる旧国民学校（小学校）があり

ました。現在、新宿区立の小学校は29校となり、それぞれの学

校にはそれぞれの歴史が刻まれています。

　これらの小学校には開校当時からの歴史的な資料や写真のほ

か、児童・生徒たちの作品や写真類、教員や地域の人々が子ども

たちの健やかな成長を願って寄贈した絵画や書などがあり、学

校の宝として現在まで大切に受け継がれています。

　本展は、新宿区立小学校との協働企画展として開催し、区立小

学校全29校の所蔵資料や写真などを初めて一堂に紹介します。

思わず懐かしいと思うものや、意外なものがその学校にまつわる

歴史をものがたります。

　ぜひご家族でご覧ください。

所蔵資料展

会場: 新宿歴史博物館　地下1階企画展示室（三栄町22）
休館日: 第2・４月曜日（祝日にあたる場合はその翌日）
観覧料: 一般200円（常設展とのセット券は300円）、中学生以下無料　
※団体割引は20名以上で半額
主催: 公益財団法人新宿未来創造財団
協働企画: 新宿区立小学校
共催: 新宿区、新宿区教育委員会
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

『あの頃の学び舎と思い出』
　新宿区立の小学校を卒業し、現在、各方面の第一線で活躍されて
いるお二人が、母校の思い出や地域のようすなどをお話しします。

①2月19日（日）　14時～15時
　　講演: 高梨　豊（写真家・津久戸小学校卒業）
②3月3日（土）　11時～12時
　　講演: 泉　麻人（コラムニスト・落合第一小学校卒業）
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
定員: 各100名（多数抽選）
料金: 無料　
※ただし、「協働企画展観覧券」か「メンバーズ倶楽部会員証」の提示が必要です
申込み: ①2月9日（木）・②2月23日（木）必着。往復はがきに記載例（4面）のと
おり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

2月18日（土）～4月15日（日）
9時30分～17時30分（入館は17時まで）

予 告 協働企画展

記念講演会

ひ  ら つ  か う  ん い  ち

佐伯祐三作『下落合風景』　新宿区（落合第一小学校）所蔵 川合玉堂作『富嶽』　新宿区所蔵（津久戸小学校旧蔵）

愛日小学校 給食（昭和39年）

白  黒 版画独特の世界をお楽しみください

ま　な や

大正初期の校舎（余丁町小学校） 余丁町小学校「開校80周年」のころ
（昭和56年）

平塚運一作『甲州猿橋』（1956年） 

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。

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.lekton.co.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577


  

今後の展示会
期　　間 展　　示　　会　　名

 4 月 28 日（土）～ 6 月 17 日（日） 所蔵資料展　新宿歴史博物館新収寄贈品展

日　時／実施場所

 2月25日（土）  10：00～11：30
 新宿歴史博物館 2階講堂

 れきはくシネマサロン
 新宿区立小学校協働企画展に関連し、当館所蔵の16ミリフィルムを当館学芸員によるサロン
トークも交え、上映します。

 3月24日（土）   9：00～12：00
 中央区八丁堀付近

 第6回 歴史・文化探訪
 「江戸市中引き回しのルートをたどる」
 今回の歴史・文化探訪は新宿区外を歩きます。詳しくは、本紙3月5日号をご覧ください。

 3月25日（日） 10：00～15：00
 新宿歴史博物館 地下1階中庭

 春のお茶会
 毎年好評の春のお茶会を今年も開催します。
 コヒガンザクラの咲く中庭でお抹茶を一服いかがですか?

 毎月第2・4土曜日
 新宿歴史博物館 地下1階ホワイエ

 ミュージアム・ツアー
 所蔵資料を手にとって見ることができる「さわれる展示」や簡単な工作などを通して、楽しみな
 がら歴史を学ぶことができます。1月～3月は「絵手紙を描こう」を開催中です!

今後のイベント
イベント名 ／ 内　　容

　新宿歴史博物館は平成元年（1989年）1月に開館し、常設展のほか年5～6回、
特別展、所蔵資料展、協働企画展を開催しています。また、「歴史」と「文化」に関
係する講座や講演会、史跡めぐりなども行っています。

■  館内の主要施設 ■   
　館内には「常設展示室」をはじめ、その都度テーマを設定・企画す
る特別展や所蔵資料展、協働企画展などを行う「企画展示室」、新宿
の歴史について調べることができる「閲覧室」、会議などにもお使い
いただける「講堂」があります。

■  れきはく主催事業のごあんない ■  
　各種展示会をはじめ、それら展示会の内容にちなんだ講座・講演
会や、新宿区内の随所に点在する名所・旧跡などを歩いて回る「歴
史・文化探訪」「落合の追憶」なども実施しています。また、展示解
説や史跡めぐりでは、ガイドボランティアによる詳しい説明を聴く
こともできます。詳しくは、本紙『Oh! レガス新宿ニュース』で随時
お知らせします。

■  講 堂 ■   
　有料で一般の方々に貸し出しています。利用ご希望の方は下記あ
て直接、お問い合わせください。

開館時間: 9時30分～17時30分（入館は17時まで）
観覧料: 一般300円、小中学生100円　
※団体割引あり。特別展・協働企画展については別途定めます。
　なお、小中学生は、土日・祝日および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（毎年10月1日）は無料（20名  
　以上の小学生を引率した団体についても同様）
問合せ: 新宿歴史博物館（三栄町22）　学芸課　☎3359-2131

新宿歴史博物館のごあんない

土
ま

地
ち

の記
す  が  た

憶 と出会うとき—いつもの街がきっと違って見えてきます

 新宿の歴史と文化を今に伝える刊行物・オリジナルグッズの数々

ミュージアムショップだより
展示会のあとはミュージアムショップで楽しみませんか?

失われつつある新宿の伝説を今に伝える
新装版 

『ガイドブック 新宿区の文化財 伝説・伝承』
 　価格: 500円

あなたの中の“新宿の記憶”が
よみがえります!

『新宿風景』　価格: 1,000円

れきはくの刊行物は現在全77冊。その中でも売れ筋ベスト5を
ご紹介します。ぜひお手にとってご覧ください。

　四谷地区にある新宿歴史博物館、消防博物館、東京おもちゃ美術館、駐日韓国大使館 韓国文化院、佐藤
美術館、民音音楽博物館、須賀神社三十六歌仙絵、内藤新宿太宗寺の文化財、新宿御苑、釣り文化資料館、
キムチ博物館、ポートレートギャラリー、アンパンマンショップが「四谷文化ネット」として連携し、スタン
プラリー、まち歩きなどの事業を行い、歴史と文化の香りあふれるまち四谷の魅力を広くPRしています。
　現在、四谷に続き落合地区でも、林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、染の里二葉苑、目白学園遺
跡、ホビーセンターカトー東京店、アダチ伝統木版画技術保存財団展示場などを核としたネットワークづ
くりを進めています。

　QRコードは「四谷文化ネット」の消防博物館、東京おもちゃ美術館、駐日韓国大使館 韓国文化院、佐藤
美術館、民音音楽博物館に掲示され、携帯サイトからは各施設の概要と近隣施設の紹介や地図がご覧いた
だけます。
　四谷地区にある坂道の由来が記された坂道標柱にもQRコード付きのプレートが掲示されています。こ
こからは、その坂道や周辺の歴史・文化情報を知ることができます（サイトを利用する場合、パケット料金
が別途かかります）。
　また、新宿歴史博物館内の各コーナーに設置しているQRコードからは、常設展示の紹介や刊行物案内な
ど、携帯サイトならではの情報を知ることができます。QRコードを使ってまち歩きをお楽しみください。
　3月8日（木）、3月25日（日）には、QRコードを使いながら四谷文化ネット参加館をめぐるまち歩きを予
定しています。詳細は本紙2月5日号をご覧ください。

れ 　 　 き 　 　 は 　 　 く

れきはくのポイント!

　四谷文化ネット

　携帯サイト（QRコード）による情報発信

『新宿区史跡めぐり地図』　価格: 300円
　新宿の歴史をたどるにはこれ! あなたのまちをぶらり散歩

『酒井忠勝と小浜藩矢来屋敷』（展示会図録）　価格: 1,200円

『生誕100年記念 林芙美子展』（展示会図録）　価格: 1,000円
　花のいのちはみじかくて…林芙美子のすべてがここに

『新宿盛り場地図』　価格: 500円
　大繁華街へ変貌する昭和初期の新宿の姿

『ステイション新宿』（展示会図録）　価格: 1,000円
　新宿停車場の開業から100年、新宿の駅と街の変遷

 れきはくイチオシ刊行物!

 歴史博物館
 刊行物売れ筋ベスト5 
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120名収容可能な講堂（館内2階）

春と秋にお茶会が開かれる地下１階中庭

新宿を走っていた市電の模型（常設展示室）内藤新宿の模型（常設展示室）

閲覧室（館内2階）

新宿歴史博物館ガイドボランティアによる解説風景　左: 「歴史・文化探訪」　右: 「特別展」

文化住宅（常設展示室）
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新宿歴史博物館 友の会 メンバーズ倶楽部　 会員募集中
1年間なんどでも観覧料が無料に!

　「メンバーズ倶楽部」では、会員のみなさまに新宿の歴史・文化に親しみ、
理解を深めていただけるよう、数多くの特典と『メンバーズ倶楽部通信』によ
るお知らせを行っています。

■特　典
● 新宿歴史博物館の常設展、特別展だけでなく林芙美子記念館の観覧も無料
● 当館の最新情報がいち早くお手元に届く『メンバーズ倶楽部通信』（隔月）
● 史跡めぐり、講座・講演会などのイベントでの優先枠
● 当館発行の刊行物が2割引（一部を除く）
● 内覧会、会員事業（バスツアー、講演会など）への参加

■有効期間
　ご入会の翌月から1年間

■会　費
　区内在住の方1,000円
　区外在住の方1,500円

■ご入会窓口
　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　※郵便振込による入会も可能
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

 刊 行 物
『新修 新宿区町名誌 
― 地名の由来と変遷 ―』
区内の町名や坂道の名前に込められた
歴史や伝説がわかります。
価格: 1,000円

『新宿中村屋に咲いた文化芸術』
（展示会図録）
『中村屋サロン』に花開いた文化芸術を一堂に
価格: 1,000円

『佐伯祐三 ― 下落合の風景 ― 』
（展示会図録）
夭折の天才画家、佐伯祐三が描く

『下落合風景』の連作を中心に
価格: 1,000円

 グ ッ ズ
ショップにあふれるグッズをのんびりとお楽しみください。
そのほか、江戸の伝統を今に伝えるミニ博グッズも各種取りそろえています。

文豪ふろしき　価格: 各1,000円

ポストカード　価格: 1枚60円
佐伯祐三『下落合風景（テニス）』、

『新宿大通り』（1960年ごろ）、
歌川広重（初代）『牛込神楽坂之図』　など

漱石山房メモ帳　価格: 300円

クリアファイル「下落合風景（テニス）」　価格: 350円

おすすめ刊行物・グッズ!

庭園鑑賞会と落合散策
桜の名所　不思議がいっぱい
《哲学堂公園》をめぐる
　桜、カタクリ、ニリンソウなどの花が咲き誇り、
四季を通じて最も華やいだ記念館の「庭園」を鑑
賞したあと、桜の名所《哲学堂公園》を訪ねます。
日時: 3月26日（月）　10時～12時30分
会場: 林芙美子記念館
散策コース: 林芙美子記念館～妙正寺川遊歩道～哲
学堂公園（解散）
定員: 30名（多数抽選）
料金: 400円（入館料込み）
申込み: 3月15日（木）必着。往復はがきに記載例

（4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

　小説『放浪記』の作家、林芙美子が情熱を注いで作り上
げた“終

つい

の棲
すみ

家
か

”を記念館として一般に公開しています。
　郷愁を誘う家屋、四季の移ろいを感じさせる庭園の風
情をお楽しみください。
※当記念館では、土日・祝日を中心にガイドボランティアによ
　る解説を実施しています。日程など詳しくは、お気軽に問い
　合わせください
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（祝日にあたるときはその翌日）、年末年始

（12月29日～1月3日）
アクセス: 都営地下鉄大江戸線・西武新宿線「中井駅」下車徒歩
7分、西武バス「中井駅」下車徒歩5分、東京メトロ東西線「落合
駅」下車徒歩15分　※車での来館はできません
入館料: 一般150円、小中学生50円
※団体20名以上の場合　一般80円、小中学生30円
　ただし、小中学生は、土日・祝日および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（毎年10月1日）は無
　料（20名以上の小学生を引率した団体についても同様）
問合せ : 林芙美子記念館（中井 2-20-1）　☎ 5996-9207

林芙美子記念館
　没後80年以上が経過した今日でも、
なお多くの人を魅了しつづける画家・
佐伯祐三。妻・米子との結婚を機に落
合に住み、このアトリエで連作『下落合
風景』を描き遺しました。アトリエでは
佐伯の歩みと作品をパネルや映像で紹
介しています。

休館日: 毎週月曜日（祝日にあたるときはそ
の翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）
開館時間: 【5月～9月】10時～16時30分
　　　　  【10月～4月】10時～16時
アクセス: 

【電車】西武新宿線「下落合駅」下車徒歩10
分、JR山手線「目白駅」下車徒歩20分

【バス】都営バス（白61・池65）練馬車庫前
行（目白駅→）「聖母病院入口」下車徒歩5分、
関東バス（宿02）丸山営業所行（新宿駅西口
→）「聖母病院前」下車徒歩2分
※車での来館はできません
入館料: 無料
問合せ: 佐伯祐三アトリエ記念館（中落合
2-4-21）　☎5988-0091林芙美子記念館特別内部公開

　林芙美子が情熱をかけて建てた数奇屋風の家。芙美子の感性とこだわりが形となって、細部にまで
表れています。「東京都選定歴史的建造物」にも指定されている建物内部を、この機会にご覧ください。
特別公開日: ①3月5日（月）・②20日（火・祝）　両日とも10時～・
13時～・14時30分～の1日3回開催（1回1時間程度）
定員: 各回20名（多数抽選）
料金: 300円（入館料込み）
申込み: ①2月22日（水）・②3月9日（金）必着。往復はがきに記載
例（4面）のとおり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

展示期間: 
展示中～4月3日（火）　
10時～16時30分

（入館は16時まで）
会場: 林芙美子記念館
展示室、石蔵ギャラリー
問合せ: 学芸課　
☎3359-2131

新進作家、林芙美子のパリでの足跡
林芙美子記念館展示替え
「フランスの芙美子」
　1931年、当時27歳の新進作家、林芙美子
は半年間パリに滞在し、芸術の吸収に努めて
いました。当時の資料「パリ日記」「小遣い帖」
などを展示しています。

第4回 落合の追憶 
　昭和初期、若き芸術家たちが集った池袋モンパルナス跡から佐伯祐三アトリエ記
念館まで歩き、芸術家の足跡をたどります。

日時: 3月10日（土）　9時～12時
見学地（予定）: 千川駅～粟島神社・アトリエ村資料室・千早公園・熊谷守一美術館（外観）
～さくらが丘パルテノン跡～佐伯祐三アトリエ記念館
定員: 30名（多数抽選）
料金: 400円
申込み: 2月26日（日）必着。往復はがきに記載例（4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

「落合の版画家」
　西落合に住み、日米両国で活躍した木版画家・
平塚運一と、落合ゆかりの版画家を紹介しています。
展示期間: 開催中～2月5日（日）
開館時間: 10時～16時
会場: 佐伯祐三アトリエ記念館　管理棟ミニギャラリー
問合せ: 学芸課　☎3359-2131

時代を超えて愛される家 

佐伯祐三アトリエ記念館
定住の地として佐伯祐三が選んだ「下落合」

ふだんは立ち入ることのできない
建物内部を特別に公開します。

パネル展示

これらの刊行物、グッズは、新宿歴史博物館ミュージアムショップで販売しています。詳しくは学芸課まで。

池袋モンパルナスを訪ねて
～ 佐伯祐三と若き芸術家たち ～

無
　料

問合せ: 学芸課　☎3359-2131

文豪ふろしき

ポストカード

漱石山房メモ帳

下落合風景

新宿大通り
牛込神楽坂之図

クリアファイル

平塚運一 作『大同石仏ビシュヌ』
（1948年）パリにて（1931年）

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


　　       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。

区民割引
 あり

好 評

販売中!

予 告予 告

申込先（往復はがきの場合）
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

はじめてのおんがくかい
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: 1月21日（土）　①11時開演（座席不要の乳幼児無料）　②14時30分開演（未就学児の入場不可。無料託児コーナーをご利用ください）　
会場: 大ホール　楽器体験コーナー: 大ホールホワイエ　①11時45分～12時45分（予定）　②13時30分～14時30分（予定）　出演: 鵜木絵里（司会・うた）、
宮崎幸次（おはなし）、宮松重紀（指揮）、東京フィルのメンバーによるミニオーケストラ　入場料: 全席指定　小学生以下500円、中学生以上1,000円、障が
いのある方300円（介助者2名まで無料。障害者手帳を提示のこと）

ヒストリー・オブ・モータウン　テンプテーションズ
RICHARD STREET lead singer of THE TEMPTATIONS ’71～’95
日時: 3月4日（日）　15時開演　会場: 大ホール　出演: テンプテーションズ、THE LADEEZ & T.F.O（スペシャルゲスト）
入場料: 全席指定　一般4,000円　区民割引 2,000円　※未就学児の入場不可

久元祐子 ピアノ・リサイタル　モーツァルトとリストの午後
日時: 3月3日（土）　15時開演　会場: 小ホール　出演: 久元祐子　入場料: 全席自由　一般2,800円　区民割引 2,300円　※未就学児の入場不可

新春名作狂言の会
日時: 1月27日（金）　19時開演　会場: 大ホール　曲目・出演: 『千鳥』茂山千五郎、茂山正邦、茂山逸平 ／ 『鬼瓦』野村万作、深田博治 ／
 『弓矢太郎』野村萬斎、石田幸雄、月崎晴夫　ほか　入場料: 全席指定　A席一般4,000円　A席区民割引 3,500円　B席3,000円
※未就学児の入場不可

※区民割引を窓口で購入される際、住所のわかる公的機関発行の　
　証明書をお持ちください（1通で4枚まで購入可）。
　このほか、詳しくは文化交流課までお問い合わせください問合せ: 文化交流課（新宿文化センター内）　☎3350-1141

開催間近!

開催間近!

区民割引
 あり

主 催 公 演 の ご 案 内新 宿 文 化 セ ン タ ー

迫力ある日本最高峰バスケットボールの世界が
目の前で観られるチャンス!
JBLバスケットボール公式戦

「小中学生無料招待」
トヨタ自動車アルバルク vsリンク栃木ブレックス
｢トヨタ自動車アルバルク｣が、
川村卓也・田臥勇太率いる
｢リンク栃木ブレックス｣と駒沢で対決!
日時: 2月18日（土）・19日（日）　両日と
も15時試合開始
会場: 駒沢オリンピック公園総合運動場体
育館（世田谷区駒沢公園1-1）
交通: 東急田園都市線「駒沢大学駅」下車徒歩15分　ほか
定員: 【無料招待対象】区内在住・在学の小中学生　両日あわ
せて50名（多数抽選）　【優待割引対象】区内在住・在勤・在学
の高校生以上　両日とも先着100名
料金: すべてスタンド自由席　小中学生無料（通常1,500
円 ）、 高 校 生1,350円（ 通 常2,000円 ）、 大 人1,800円

（通常2,500円）　※「無料招待」を利用される区内在住・
在学の小中学生は、必ず保護者同伴でご来場ください
申込み: 2月6日（月）必着。往復はがきに記載例（下段）の
ほか、観戦希望日を明記し、学習・スポーツ課へ。受信
可能なFAXがある場合は 3209-1833へ
※「優待割引」の事前申し込みは不要。観戦当日、本紙（また
　は切り抜き）を試合会場の関係者受付にご提示ください
協力: （株）日本バスケットボールオペレーションズ（JBO）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

第33回 コミュニティスポーツ
大会中央大会の結果報告
　区内10地区が参加したコミュニティスポーツ大会で
の上位3チームが競う「中央大会」が平成23年12月
11日に行われました。結果は次のとおりです。

 畳の上で運動しよう!

少林寺拳法
“お試し講座”の開講です!

　素肌に心地よい畳の上で、その柔らかな感触を味
わいながら少林寺拳法を楽しんでみませんか?
　相手を倒すのではなく、自己を磨き、身を守るため
の「少林寺拳法」です。講師がていねいに指導します
ので、健康的な体づくりや運動を始めるきっかけとし
て、お気軽にご参加ください。
日時: 2月25日（土）・3月3日（土）　10時～正午　全2回
会場: コズミックセンター　1階第一武道場
対象: 区内在住・在勤・在学の方（小学生以上）
定員: 20名（多数抽選）　料金: 全1,000円
協力: 区少林寺拳法連盟
申込み: 2月15日（水）必着。往復はがきに記載例（下段）
のほか、スポーツ経験の有無を記入し、学習・スポーツ
課へ。受信可能なFAXがある場合は 3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

■ユニカール
　【優勝】 細工B　【準優勝】 細工C　
　【第3位】 北新宿蜀山町会、細工A
■ビーチボールバレー
　【優勝】 花園A　【準優勝】 落合ホップス　
　【第3位】 新宿FC、ハッピークラブ
■輪投げ〈一般の部〉
　【優勝】 若松E　【準優勝】 若松D　【第3位】 若松F　
　【最多得点賞】 若松D　山田久子
■輪投げ〈50歳以上の部〉
　【優勝】 上落合東部長寿会B　【準優勝】 榎町友の会A　
　【第3位】 尚寿会A　【最多得点賞】 若松A　本橋さと
※敬称等略

空までとどけ! 
「新宿ペットボトルロケット大会」

　自分で作った自慢のペットボトルロケット
を空高く打ち上げよう! みんなの“ロケット”
はどこまで届くかな?! … 昨年開催し大好
評だった「宇宙の学校『ペットボトルロケットをつくろう』」。今
回は広 と々した球場で、より大々的に開催します。
日時: 2月26日（日）　12時30分～13時受付　15時45分終了予定
会場: 【作る所】新宿西戸山中学校（百人町4-3-1）　
　　  【飛ばす所】西戸山公園野球場（百人町4-1）
対象: 小学生（区内在住・在学の方優先）　
定員: 2年生以下（保護者同伴）40組、3年生以上40名、
3年生以上は保護者同伴も可　※いずれも多数抽選　
料金: 200円
共催: 新宿区内5ロータリークラブ（西北・新宿・
四谷・新都心・ワセダ）、シリウスの会
申込み: 2月12日（日）必着。往復はがきに
記載例（下段）のほか、学校名・学年を記入し、
子ども・地域課へ。受信可能なFAXがある場合
は 3209-1833へ
問合せ: 子ども・地域課　☎3232-5122

予 告

当日券あり

当日券あり

当日券あり

苦しみが分かるからこそ、助けたい! 
東日本大震災支援
ボランティアになった難民たち
　難民の方々の被災者支援体験をとおして、「震災ボラン
ティア」や「難民問題」のことを身近に考えてみませんか？
日時: 2月11日（土・祝）　14時～16時
会場: しんじゅく多文化共生プラザ（歌舞伎町2-44-1 ハイジア
11階）
講師: 石井宏明（認定NPO法人難民支援協会常任理事）
対象: どなたでも　定員: 30名（先着順）　料金: 200円
申込み: 2月6日（月）必着。往復はがきに記載例（下段）のとおり
記入し、文化交流課へ。受信可能なFAXがある場合は 3350-
4839へ
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

※事前予約不要

　　「？」 が 「 ！ 」 に変わる!? 
レガスサイエンスフェスタ　3月3日（土）開催 

詳しくは、本紙2月5日号でお知らせいたします。お楽しみに! 
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　日ごろ生涯学習館を利用されるみなさまと意見交換するとともに、
利用者相互の親睦を深めていただく場として「生涯学習館利用者懇
談会」を下記日程で開催します。利用者登録されている館以外での
懇談会にも参加できますので、ぜひご出席ください。

「生涯学習館利用者懇談会」開催のお知らせ

〈親子向け〉星空おはなしまつり
 笑う門には春がくる!
絵本や紙芝居などを使った、親子で楽しめるイベントです。
日時: 1月29日（日）　14時開演（公演時間は約1時間）　
定員: 140名　料金: 親子（小学生以下と中学生以上）1組500
円、中学生以上1名500円、小学生以下1名200円　
購入: 公演当日13時30分からプラネタリウム受付にて販売開始

星空イベント
地球暦2012「僕らの地球は動いている!」
星空の世界とライブをお楽しみください。
日時: 2月5日（日）　14時～17時　出演: 杉山開知（ナビゲー
ター）、立沢系太（コーディネーター）、地球暦☆金星チーム（アー
ティスト）、サヨコオトナラ（アーティスト）　定員: 140名　
料金: 全席自由　1,500円　※未就学児の入場不可　
購入: 学習・スポーツ課までお問い合わせください

託児
②のみ

区民割引
 あり

館　　　名 日　　時
　住吉町生涯学習館（住吉町13-3） 　2/7（火）  14:00～16:00
　西戸山生涯学習館（百人町4-7-1） 　2/8（水）  10:00～12:00
　北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2） 　2/9（木）  10:00～12:00
　赤城生涯学習館（赤城元町1-3） 　2/9（木）  14:00～16:00
　戸山生涯学習館（戸山2-11-101） 　2/10（金）10:00～12:00

お待たせ
しました!

開催日程

子ども
未来講座

日時: 2月25日（土）　10時～15時30分
会場: 新宿文化センター　小ホール　ほか
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

外国の方も、日本の方も、
どなたでもお楽しみいただけます!

詳細は本紙2月5日号で紹介します。お楽しみに!

「ひなまつり」
日本の文化を楽しもう!
国際交流
区民のつどい

落語をもっと身近に! もっと気軽に!

時間: いずれも10時30分開演
　　   （10時開場）　※途中入場可
入場料: 400円
協力: 公益社団法人落語芸術協会
申込み: 不要。当日、直接会場へお越し
ください

落語 in 和室

新宿文化センター
〈毎月１回：金曜日〉
1月27日・2月17日
問合せ: 文化交流課
☎3350-1141

大久保スポーツプラザ
〈毎月１回：月曜日〉
2月6日
問合せ: 施設課
☎3232-7701

1・2月の開催

　落語芸術協会所属の若手落語家・講
談師が魅

み

せるホンモノの“噺
はなし

芸”がこの価
格で! お気軽にお立ち寄りください。

あります!  おトクな共通回数券

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　高田馬場駅から徒歩2分）
定員: 各16名（先着順）　※いずれも最少催行7名
申込み: 各開催日の8日前（①のみ7日前まで）必着。往復はがきに
記載例（下段）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。受信可能な
FAXがある場合は 3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

◆Windows 7 ・ Vistaのみ対応　◆Word 2007 ・ 2010使用
◆ノートパソコンの持ち込み可（ただし、Windows XP・2003は対象外）

パソコン講習会 学びたいときがやりどき!

講 座 名 ／ 内 容 日時 ／ 受講料
①ワード初級まるわかり
   （Word 2007・2010）

「ワード」でのイラストや写真の入れ方などを学
び、チラシを作りましょう。ワードの初歩が一日
で学べる人気講座です。

1/28（土）
10:00～16:00
※お昼休憩あり

5,000円
（テキスト代別）

②「ラベル屋さん」で名刺作り
無料ソフト「ラベル屋さん」で自分だけのオリジナ
ル名刺を作りましょう。これを覚えれば、お誕生
日カードや住所ラベルづくりにも応用できます。

2/4（土）
10:00～12:30

3,000円
（テキスト代別）

③インターネット超入門
インターネットをしたことがない方大歓迎! 基本
的な操作方法や便利な検索のやり方を楽しく学び
ます。

2/4（土）
14:00～16:30

3,000円
（テキスト代別）

好 評

販売中!

会　場: コズミックセンター　
　　　　8階プラネタリウム
問合せ: 学習・スポーツ課　
　　　　☎3232-5121  

開催間近!

問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

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

楽器体験コーナー          あ り

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

	rgs_240120_1
	rgs_240120_2
	rgs_240120_3
	rgs_240120_4

