
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。
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※発着地付近で
　職員がご案内します
※満席の場合はご乗車に
　なれませんのでご了承
　ください

東コース西コース

佐伯祐三アトリエ記念館
山手通り沿い　
西武バス「中落合三丁目」停留所付近 新宿文化センター

新宿歴史博物館
おしどり興業株式会社内駐車場

高田馬場駅
早稲田通り沿い　
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レガスまつり 2012

コズミック
センター

林芙美子記念館
都営地下鉄大江戸線
「中井駅」A1出口
向かい付近

林芙美子記念館
都営地下鉄大江戸線
「中井駅」A1出口
向かい付近

『輪～人と人とのつながり～』をテーマに、新宿区内の生涯学習の活動団体およびサークル、
企業などと連携した体験プログラムや事業を紹介します。

無料シャトルバスで、コズミックセンター、新宿文化センター、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を回ることもできます。
新しいことをはじめたい季節。レガスまつりで見つけませんか？

レガスまつり2012
4月7日（土） 10時～16時
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西コース　　東コース

●レガスガーデニングクラブから
　春をプレゼント!
　 毎回好評! 先着100名様に花苗を無料配布します。
　 10時30分～

●「レガスポ!」スポーツプログラム
　 　　　　　　　　各先着70名様!
　 「気功太極拳」「エアロビクス」「ZUMBA」
　 「ビギナーズ・フラ」「ベリー・エクササイズ」

●新宿シンちゃんを探して風船をGETしよう!
そのほか
　●幼児プール（終日）・25mプール・
　　武道場（17時～）無料開放
　●プラネタリウム演劇・上映会
　●生涯学習活動体験紹介コーナー
　●起震車体験・耐震相談・防災PR
　●ロビー物販
　●各種体験コーナー＆ステージ発表
　　　　　　　　　　　　　などなど
　楽しいイベントが盛りだくさん!

コズミックセンター

●常設展・協働企画展無料開放!
●勾玉づくり
●韓国伝統ノリゲ（バッグチャーム）作り
●むかしの衣装で記念写真!
●四谷・落合文化ネット紹介パネル展示
●染色体験～ハンカチやTシャツを染めよう!
　　　　　　　　　　　　　　　　など

●ぬりえで『下落合風景』を
　描いてみよう!
●花鉢プレゼント
●スタンプラリー
　（林芙美子記念館との共催）
　　　　　　　　　　　など ●早稲田大学交響楽団演奏会

　 おなじみの曲が満載!
　 新宿文化センター、コズミックセンター、 
　 新宿歴史博物館でチケット（500円）大好評販売中!
    

●エントランス出店フードコーナー
　 B級グルメが勢ぞろい! 友好都市・伊那市から
　 「名物ローメン」も特別出店!
　 ほかにもケバブや黒焼きそばなど、多数出店予定。
　 コンサートの合間においしいお食事をどうぞ!!

●エントランスステージ
　 一般公募団体によるステージパフォーマンスが
　 文化センターを盛り上げます。

今話題の　　　　　　　　　を
文化センターで限定販売！
協力：新宿区商店会連合会
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新宿歴史博物館

●無料開放
●朗読会（無料）
●花鉢プレゼント
●スタンプラリー
　（佐伯祐三アトリエ記念館との
　共催）　など
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新宿文化センター
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博物館止まり
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チケット
好評販売中!

♪

高田馬場駅止まり

新しいこと はじめませんか
春

平成24年3月20日
第36号

毎月5日と奇数月20日発行

3月20日号

コズミックセンター
バス発車時刻表

場所： コズミックセンター
　　　2階大体育室
時間： 10：00 ～ 16：00

鉄腕アトムふわふわ

当日に限りコズミックセンター
隣接の旧西戸山中学校の校庭の
一部を駐輪場として開放します
ので、自転車でコズミックセン
ターにお越しになる際は、そち
らをご利用ください。

このほか、各館それぞれの施設を活用した魅力あふれるプログラムを予定しています。
当日は便利な無料シャトルバス（下記参照）を利用して、ぜひ各館へおでかけください。

ご来場の際の注意

新しい形の納骨堂がここにあります。
お墓のこと考えていますか？

永代供養納骨堂

●お一人様用 75万円・お二人様用 95万円
　永代供養料・戒名代も含まれております。
　年間志納金 9,000円/年（生前のみ）
●宗教・宗派・国籍は問いません。
●ご見学・資料請求・ご相談は

●東京都新宿区原町2-20（幸國寺内）
●都営大江戸線「牛込柳町」駅より徒歩2分
●運営管理：日蓮宗 正定山 幸國寺
　募集代行：㈱アークローバー

☎03-5287-5931　http://www.ruriden.jp
0120-128-968

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.ruriden.jp/


 

outdoor

お目当てのイベントを見つけて、

みんなで思いっきり楽しもう!!

　25mプール

 子ども向け水泳教室
　　KITAJIMAQUATICS
　　　時間: ①12:00～13:00　②14:00～15:00
※事前申込みは終了しました

 コズミック浮き浮きパニック
　　　時間: ①10:00～11:30　②15:30～17:00
無料開放　時間: ①10:00～11:30　②15:30～21:45

　幼児プール

無料開放　時間: 10:00～21:45

　幼児体育室

 幼児向けワークショップ
　　春らんまん心もらんまんおはなしまつり
　　　時間: ①11:00～12:00　②13:00～15:00

　小体育室

レガスポ! スポーツプログラム
受付: 小体育室前で開始15分前　各先着70名

 気功太極拳　時間: 9:30～10:30 
 エアロビクス 時間: 10:45～11:35

　　（室内用靴持参） 

 ZUMBA　時間: 11:50～12:40 （室内用靴持参）
　  ディスコを思わせるようなダンスフィットネス。

 ビギナーズ・フラ　時間: 14:00～15:00
 ベリー・エクササイズ　時間: 15:15～16:05

　　ベリー・ダンスの動きで、くびれのある美しい
　　ボディーラインへ
　   いずれも開始後の入場はご遠慮ください。 

 手拭い（ハンカチサイズ）を染めてみよう!
　   時間: 14:00～15:30　参加料: 1,500円　定員: 30名
※手拭い染めの開催場所は、小体育室前の廊下です
※事前申込みは3月25日（日）まで
※申込方法は右ページ 2F多目的室 の方法と同様です

　多目的広場

  わくわくどきどき一輪車体験 
　　牛込一輪車クラブ
　　　時間: ①10:00～11:30　②11:30～13:00

 春にぴったりな演奏をお届けします。
　 ロビーコンサート多目的広場スペシャル 
　 株式会社ソナーレ
　 ①フルート ＋ ピアノ　②サックス ＋ ピアノ
　 ③ヴァイオリン ＋ チェロ ＋ ピアノ
　 時間: ①13:30～14:00　②14:20～14:50
　　　　  ③15:10～15:40

　ロビー・休憩コーナー

 アートセラピーワークショップ 無 料
　　遊美術倶楽部　時間: 10:00～16:00

　正面玄関前 ステージ（雨天中止）
　
新宿人 on ステージ 
なかじまよしお with ゆかわよしまさ、
abe gakk、LITTLE SISTER、
She's sleep#101、四番  ほか
　　　時間: 10:00～15:30

　正面玄関前

 ケバブとのびるアイス
　　ANADOLU★KEBAB（アナドルケバブ）

 メロンパン
　　パブラッタ

 やきそば & おしるこの販売
　　健康倶楽部チアーズ

 フレンチトースト・コーヒー・紅茶の販売
　　とらさんのフレンチトースト

　ロビー

 米粉で作ったケーキの販売
　　米粉のお菓子

 わらび餅・お茶の販売
　　サンケイ会館

 そば打ち実演・生そば販売
　　沼田市観光交流課

  手作りスープ・パン・お菓子・
　　  リサイクル品
　　新通連

  インドお菓子・インド雑貨
　　チニーズ

  ピザピタ・やきそば・タピオカドリンク
　　ヘルシー・あ・ら・もーど	

  タリーズ コーヒーショップ
　　TULLY'S	COFFEE

 福祉商品販売と地方物産品販売
　　ふらっと新宿（新宿区勤労者・仕事支援センター）

  インド・バングラデシュ・ネパール物産展
　　チーム・ピースチャレンジャー

　弓道場

 弓道体験コーナー 無 料
　　新宿区弓道連盟
　　　時間: ①10:00～12:00 　②13:30～15:30 

　ロビー

 大久保つつじの紹介 無 料 　
　　大久保つつじ

 新宿シンちゃんから風船プレゼント!
　　大久保地区協議会　　　　　　　　 無 料

　

パフォーマンス 

 お天気お兄さんの「防災紙芝居」 無 料
　　くぼ	てんき　時間: 10:10～
バグパイプとブラバンによる演奏
　　ユーロブラスバンダ　時間: 10:30～ 

空手の演武
　　新極真会　時間: 11:00～ 

フルートとギター
　　KIND　時間: 11:30～ 

フォーク演奏
　　谷川一美　時間: 12:00～ 

バイオリン合奏（別会場で体験レッスン）
　　新宿ミュージックアカデミー	&	ECC	ジュニア
　　　時間: 12:30～ 

ブラジル生まれのカポエィラ
　　カポエィラ・テンポ　時間: 13:00～ 

糸操り人形
　　糸あやつり人形あさ鼓　時間: 13:30～ 
バイオリンとウクレレと歌
　　昭和ロマンを楽しむ会　時間: 14:00～ 
太極拳の表演
　　蕾

ら

心
み

タイチ　時間: 15:00～ 
アコギと鍵盤ハーモニカで弾き語りと漫才
　　リズミカルガス　時間: 15:30～ 

　第一武道場

 筋肉リラクゼーション法の体験 無 料
　　心身の疲労をとるリラクゼーション法
　　　時間: 10:00～16:00

 足裏マッサージ 無 料
　　世界の足裏マッサージ健康法
　　　時間: ①13:00～13:30　
                   ②15:00～15:30  

 気功演武 無 料

　　気功「一
いっ

水
すい

空
くう

」
　　　時間: 【演武】13:00～13:40
　　　　　  【体験】13:00～16:00

 スポーツマン対応最新救命法紹介 
    CPR & AED 無 料
　　NPO法人日本災害救護推進協議会
　　　時間: 10:00～16:00
無料開放　時間:17:00～22:00　 

　第二武道場

 カポエィラ体験 無 料
　　カポエィラ・テンポ
　　　時間: 10:00～16:00

  子ども向け空手体験 無 料
　　新極真会
　　　時間: 10:00～16:00

  スポーツチャンバラ 無 料
　　新宿区スポーツチャンバラ協会 
　　　時間: 10:00～15:00
無料開放　時間:17:00～22:00　

B１F １F

　教育センター玄関前

ガーデニングクラブから春をプレゼント
　　レガスガーデニングクラブ	（花苗の配布）	 無 料
　　　時間: 10:30～ （先着100名様）
※コズミックセンター施設外での配布となります

　大型バス駐車場

 耐震相談・防災PR・起震車体験 無 料
　　新宿区都市計画部地域整備課
　　　時間: 10:00～

レガスまつり2012
コズミックセンター
　  プログラム

一輪車をお持ち
の方はご持参く
ださい。

大久保3-1-2　
☎3232-7701

無 料

プログラムの種類

 プログラム名
　　団体名

凡　例

起震車体験のようす

無 料

無 料

新宿シンちゃん

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。

第23回定期演奏会
新宿区吹奏楽団

主催：新宿区吹奏楽団   お問合せ: 090-2244-6477(大津)
ホームページ：http://www.doremi.or.jp/shinjuku/
メールアドレス：shinjuku-inf@doremi.or.jp

後援：新宿区教育委員会／協力：公益財団法人 新宿未来創造財団

入場
無料

指 揮：石津 成人
4月14日（土）

開演15:30（開場15:00）
新宿文化センター
大ホール 直接会場へ

お越しください
１部　招待演奏

新宿区立四谷中学校　吹奏楽部　指揮：中山 恵美
２部　シンフォニック ステージ
火の鳥の飛翔　　栄光のすべてに
バレエ「コッペリア」より  ワルツ”
バベルの塔／広瀬 勇人
３部　ポップス ステージ

愛するデューク　　キャラバンの到着
ニュー・シネマ・パラダイス
グレン・ミラー・メドレー

パイレーツ・オブ・カリビアン・メドレー 

”

要予約
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体験・参加プログラム

鑑賞プログラム

子ども向けプログラム

マークの説明

作品紹介

飲　食

販売・購入

　大体育室ステージ 

①フラダンスの発表
　　レッツフラ
　　　時間: 10:00～10:30
②やさしいフラによるフラダンス
　　 やさしいフラ
　　　時間: 10:30～11:00
③子どもたちによるバトントワリング
　　西戸山トワラーズ
　　　時間: 11:00～11:30
④シニアのためのエアロビック
　　ダイヤビック ひばり会
　　　時間: 11:30～12:00
⑤日本舞踊
　　新宿邦楽日本舞踊会
　　　時間: 12:00～12:30
⑥レガスポ! フラガールズによるフラダンス
　　レガスポ! フラガールズ
　　　時間: 12:30～13:00
⑦ブラジル・リオデジャネイロのサロンダンス
　　ブラジリアンサロンダンス
　　　時間: 13:00～13:30
⑧タヒチアンダンス
　　Tiare Anani
　　　時間: 13:30～14:00
⑨歌とダンスによるパフォーマンス
　　gloovee
　　　時間: 14:00～14:30
⑩園児・小学生によるモダンバレエ
　　ステップ & ステップ
　　　時間: 14:30～15:00
⑪かっぽれ
　　かっぽれ新宿 駒乃会 
　　　時間: 15:00～15:30

　大体育室（軽スポーツコーナー）

 ユニカール（体験） 無 料
　　新宿区ユニカール協会

 ダーツ体験コーナ 無 料
　　新宿ダーツアミティー

　ロビー

 茶道体験 抹茶でほっと一息 無 料
　　新宿区花道茶道協会
　　　時間: ①10:30～11:30　②13:00～14:30
　　　定員: 各回50名

 手拭い、着物地を使った袋の販売
　　文袋屋
在住外国人の方へ! 新宿PRコーナー
　　Shinjuku Quest　　　　　　　　  無 料

　多目的室

 タリーズ　コーヒースクール
　　TULLY'S COFFEE
※申込みは終了しました

 生け花に挑戦! 作品は持ち帰り可☆
　　新宿区花道茶道協会
　　　時間: ①11:00～　②13:00～
　　　定員: 各15名　料金: 各800円
※事前申込みは4月4日（水）まで

 クラフトパンチコーナー 無 料
　　クラフトパンチで小物入れやハガキを作ろう
　　 カードや小物入れ作り
　　　時間: 10:00～16:00

 「和装本」作り体験
　　　時間: ①10:00～12:00
　　　　　　②12:40～14:40　
　　　　　　③15:00～17:00
　　　定員: 各10名　
　　　料金:  各1,000円 （社会福祉協議会
　　　　　　への寄付100円を含む）
※ 事前申込みは3月31日（土）まで

「生け花に挑戦!」「『和装本』作り体験」の申込みは、往
復はがき、または受信可能なFAXがある場合は
3209-1833で、講座名・希望時間・住所・氏名・電
話番号を明記し、学習・スポーツ課へ。

　廊下（大体育室前）

 絵画の展示 無 料
　　新宿区美術学習グループ連合会

 ライフアップ講座「写真撮影教室」
　 作品展示 無 料

　廊下（多目的室前）

 生涯学習活動体験紹介コーナー 無 料

 雑誌バックナンバー無料配布 無 料

 新宿青年教室活動紹介 無 料

　廊 下

 しおり、福鈴作り 無 料
　　アート水引きむすびの会

 あなたのまちのスポーツ推進委員です
　　新宿区スポーツ推進委員協議会　   無 料

 バイオリン・英会話体験レッスン 無 料

　　新宿ミュージックアカデミー & ECCジュニア

　休憩コーナー

  レコードカフェ in レガスまつり
　　TG Records

　大会議室

 自分のからだを知ろう（骨密度測定） 無 料
　　NPO法人日本治験推進機構

 葉脈のしおり 無 料
　　東京児童文化協会
　　　時間: 10:00～15:00 

  着物展示、着付けパフォーマンス、
　　  髪飾り作り体験＊ 無 料
　　NPO法人日本文化支援普及協会
＊髪飾り体験の参加料は500円です

　小会議室

 囲碁体験とパンフレット配布 無 料
　　囲碁体験

 茶道裏千家のサークル紹介 無 料
　　若水会

　プラネタリウム

 プラネタリウム上映会 無 料

　　春番組「マゼランの大航海と
       春の星空」
　　　時間: 11:00～12:00　
　　　定員: 150名（先着順）

 お天気お兄さんの「お天気紙芝居」 無 料
　　くぼ てんき
　　　時間: 12:10～

 プラネタリウム演劇 無 料

　　シアトリカルプラネタリウム
　　MISSION 25 ［U］
　　　時間: 14:00～15:30

　大体育室（体験コーナー）

  鉄腕アトムふわふわ （アトムのエアー遊具）
　　鉄腕アトム　　　　　　　　 無 料

　　4月7日は鉄腕アトムのお誕生日!
　　みんな会いに来てね!!

 歩き方講座と街歩き 無 料
　　ワクワクウォーキング

 こけ玉制作・どんぐり工作 
　　グリーンカルチャー

 AED体験、自然物を利用した遊びコーナー
　　野外活動事業所ワンパク大学  　 無 料

　　時間: 13:00～16:00
  ミニ講座（無料）とカルタ販売 

　　メンタル元気カルタで学んでみよう 

  マッサージ体験（無料）と癒
いや

しグッズ販売
　　手花 ～ shyuka ～　　　　　　　　    

 ちぎり絵とちりめん細工展示、しおり作り体験
　　ハクビ和紙ちぎり絵 新宿教室　　　  　 無 料

 ハンドリフレ体験 無 料
　　やさしいフラ

　大体育室（展示・紹介コーナー）

 新宿区保養所「グリーンヒル八ヶ岳・
     ヴィレッジ女神湖」紹介 無 料

　　フジランド
 書道作品展示・デモンストレーション

　　清光書道教室　　　　　　　　　　　        無 料

 ノルディックウォーキングの活動紹介
　　ノルディックウォーキング　　　　　　 無 料

 テント・野外用品展示とロープワーク体験
　　ボーイスカウト新宿1団　　　　　　　 無 料

 新宿のNPO紹介 無 料
　　新宿NPOネットワーク協議会

 バッグや小物の販売
　　手作り小物

 布雑貨の販売
　　ハンドメイド雑貨 hal＋（ハルプラス）
一般教養講座の紹介 無 料
　　三栄きのえね会

5F
　中研修室

 東洋医学でいきいき健康生活 無 料
　　東京都鍼灸師会新宿支部
▶家庭でできる簡単「肩こりツボ伝授」
▶解剖学者の語る健康法とは「姿勢のはなし」
※「せんねん灸」（サンプル）を先着200名に差し上げます

会場案内図

雑貨団

Qooも遊びに
行くよ！

outdoor

1F 2F 3F 5F 8FB1
第二
武道場

弓道場
大体育室

休憩室

中研修室 プラネタリウム

小会議室
大会議室

多目的室

事務室
ロビー ロビー

第一
武道場

多目的
広場 プール

入
口

小体育室幼児
体育室

プラネタリウムで
満天の星空を！

要予約

要予約
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レガスまつり2012

　大好評の博物館ガイドボランティアによるわかりやす
いガイドで、《新宿の歴史》に詳しくなろう!

■�常設展・協働企画展『新宿小学校�受け継がれ
た学び舎の宝』無料開放（ガイドツアー付き）

　�　時間:シャトルバスの運行に合わせて実施
　　 　　  ①10:00～　②11:50～　③14:20～　
　�　場所: 地下1階常設展示室・企画展示室
　　 ※ご希望の方には上記以外にもご案内します

大ホール
　早稲田大学交響楽団“ワセオケ”の演奏会のほか、こ
れまでに開催した主催公演のポスター展もあります。
■早稲田大学交響楽団演奏会
　　時間: 13:30～15:00

■新宿文化センター主催公演ポスター展
　（ホワイエ）
　　時間: 13:00～16:00

エントランスステージ
　一般公募団体によるさまざまなパフォーマンスが
お楽しみいただけます。　
■一般公募団体の出演
　■�アルゼンチンタンゴ（アルゼンチンタンゴ・ダンス）
　■�MJC�&�M-STARS（ヒップホップダンス）
　■�スタジオフローラ（フラメンコ）
　■�ハノハノ新宿（ウクレレ演奏）
　■��ハーモニカアンサンブル・トリオ・さんさん
�����（ハーモニカ演奏）
　■�満会（日本舞踊）
　■��ミュージック・ドリームス
������（ヴァイオリン、フルートの演奏）
　■�四谷フラダンスの会（ウクレレ演奏、ハワイアンダンス）�
　■�レイピカケ（ハワイアンダンス）�
　※50音順
　※出演団体は変更となる場合があります

エントランス

ケータリング
　ケバブや黒焼きそばなどのおいしいケータリング
も出店!�友好都市・伊那市のB級グルメ「ローメン」
の特別出店もあります。世界の味を楽しもう！
■フードコーナー・物産市出店
　■�伊那名物!�ローメンを食べよう（ローメン）
　■��ニュージーランド産天然はちみつ専門店「PBees」
　��（ハニーどら焼きなど）
　■�東村山黒焼きそば／光そば（焼きそば）�
　■�サクラカフェ幡ヶ谷（世界のお茶・クッキーなど）
　■�KEBAB�MANIA（ケバブ）
　■�おいも王国（スイートポテトなど）
　■�フードデリアカシ屋（ハンバーガーなど）
　■�デュマン（クッキー・パウンドケーキなど）
　※順不同

4階の会議室では友好都市との交流展示など盛り
だくさん♪�みなさんのお越しをお待ちしてます!
■友好都市作品交流展
　　　場所: 第2会議室
■2011ドイツ・ミッテ区青少年交流写真展
　　　場所: 第3会議室

 新 宿 文 化 セ ン タ ー 主 催 公 演

レガスまつり2012早稲田大学交響楽団演奏会
来年で創立100周年を迎える早稲田大学交響楽団、通称“ワセオケ”の洗練された演奏をぜひお楽しみください。

時間:�13時30分開演（13時開場）
会場: 大ホール
入場料: 全席自由　500円　※未就学児の入場不可
曲目: E.エルガー「行進曲『威風堂々』」　ほか
購入:
　▶新宿文化センター窓口　▶コズミックセンター窓口
　▶新宿歴史博物館窓口　   ▶電話予約　☎3350-1141
　▶インターネット予約　www.regasu-shinjuku.or.jp
問合せ: 文化交流課　☎3350-1141

■林芙美子記念館無料開放
　　時間:�10:00～16:30

■朗読会（ふみのしおり主催）
　�　林芙美子記念館ガイドボランティア
有志による朗読会です。《落合散策》の
合間にぜひお立ち寄りを!

　　時間: シャトルバスの運行に合わせて実施
　　　　　①10:40～　②11:45～　
　　　　　③14:00～　④15:00～
　　場所: 庭園

■花鉢プレゼント
　　時間:�10:00～ （なくなり次第終了）

当日は新宿歴史博物館の常設展・協働企画展、林芙美子記念館が特別無料開放に!
特に好評開催中の協働企画展『新宿区立小学校�受け継がれた学

まな

び舎
や

の宝』では、
区内29の区立小学校に受け継がれている所蔵資料や写真などを一堂に集めて紹介。必見です!!

■佐伯祐三アトリエ記念館開放
　（通年無料）
　　時間: 10:00～16:00

■ぬりえで『下落合風景』を
　描いてみよう!
　　新宿ゆかりの画家、佐伯祐三の名画『下落合風
　景』を描いてみよう!�あなたも佐伯祐三！！
　　※画材等は貸し出します

■花鉢プレゼント
　　時間: 10:00～
      （なくなり次第終了）

ワセオケが
レガスまつりに
やってくる!

両館でスタンプを押して
お持ちになった方には
「絵はがき」をプレゼント!�
　　時間: 10:00～
　　定員: 各館先着100名
※カードは両館に置いてあります

新宿歴史博物館 林芙美子記念館　

新宿文化センター

佐伯祐三アトリエ記念館

三栄町22　
☎3359-2131

新宿6-14-1　
☎3350-1141

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」からもお申し込みいただけます。

中井2-20-1　
☎5996-9207

中落合2-4-21　
☎5988-0091

好評
販売中!

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

文化センターもイベント盛
りだくさん!

当日券あり

林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館
スタンプラリー　
絵はがきプレゼント

■勾
まが

玉
たま

づくり
　�　古代の人々が身に着けたアクセサリーを自分で作ってみませ
んか?�誰でも簡単に作れます!

　　　時間: 10:00～15:30 （材料がなくなり次第終了）
　　　場所: エントランス　
　　　定員: 先着100名　

■韓国伝統ノリゲ（バッグチャーム）作り　
　�　『ノリゲ』は韓国の伝統的な民族衣装につける装飾品です。�
　今回は誰でも持てるようにバッグチャームにアレンジしたもの
を作ります。

　　　時間: ①10:30～11:30　②13:30～14:30
　　　※①②とも同じ内容です
　　　場所: ホワイエ　定員: 各回先着20名　
　　　協力: （株）韓国広場

■むかしの衣装で記念写真!
　�　戦国時代の甲

かっ

冑
ちゅう

、江戸時代の裃
かみしも

、女性用の着物の着用体験
コーナーです。カメラを持ってお越しください！

　　　時間: 10:00～15:30　　場所: ホワイエ

■「四谷・落合文化ネット」紹介パネル展示
　　　時間: 10:00～16:00　　場所: 階段スペース

■染色体験で世界にひとつだけのハンカチや
　Tシャツを染めよう!�
　�　新宿区の代表的な伝統工芸である「染色」。お子さまでも簡単に
体験できるハンカチなどへの《絞り染め体験》は先着100名様です!

　　　時間: 10:30～ （材料がなくなり次第終了）　
　　　場所: 2階講堂　定員: 先着100名　
　　　協力: 新宿区染色協議会
　　　※Tシャツを染める場合は各自綿100％のものをお持ちください

■韓国伝統茶とお菓子のサービス
　　　時間: 10:00～ （茶菓がなくなり次第終了）
　　　場所: 中庭　定員: 先着100名

▲スタンプ用紙（おもて）

伊那名物 ローメン

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料
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https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
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