
　高速で動く2本のナワを跳
と

んでチャレンジ!
日時: ①10時～10時40分　②12時50分～13時30分
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象・定員: 小学生以上　各20名
申込み: 開催前日までに、Eメールで住所・名前・年
齢・電話番号・参加希望時間を記入し、e-kids（  info
＠e-kidsjapan.com）までお申し込みください

　普通のフットボールとひと味違うフットボールを楽しもう!
時間: ①11時～12時30分　②13時50分～15時20分
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象・定員: 小学生以上　各20名
申込み: 開催前日までに、Eメールで住所・名前・年
齢・電話番号・参加希望時間を記入し、e-kids（  info
＠e-kidsjapan.com）までお申し込みください

　色
い ろ ま と

的を使用し、中
あ た

り所
どころ

による得点を競う弓道大会です。弓
道経験者はぜひご参加ください。
時間: 【受付】9時～　【競技】9時30分～　【閉会式】12時～
会場: コズミックセンター　1階弓道場
対象・定員: 有段者の方ならどなたでも　人数制限なし
申込み: 9月24日（月）までに、記載例（7面）の事項を☎03-
3971-5050・090-1218-0388区弓道連盟 総務 清水までお申し
込みください

講師: 法元美都子（法元美都子バレエスタジオ: 通年レガスポ! 講師）
会場: コズミックセンター　地下1階多目的広場
対象: どなたでも（経験不問）　※区内在住・在勤の方優先
申込み: 9月27日（木）必着。往復はがきに記載例（7面）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 03-
3209-1833へ　※いずれも応募多数の場合は抽選

①児童科（4歳～未就学児）
　   時間: 10時～10時45分　定員: 15名　
②初等科ⓐ（小学1～3年生）
　   時間: 11時30分～12時30分　定員: 15名
③初等科ⓑ（小学4年生～中学1年生）
　　 時間: 14時～15時　定員: 15名
④フロアバー（床の上に寝て行うバレエ）（中学2年生～成人）
　   時間: 15時15分～16時　定員: 30名

初めての方もフットサルを楽しく体験してみましょう!
時間: 17時30分～18時30分　講師: 区サッカー協会、ゲスト講師
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象・定員: ①親子（小学生以上）20名　②中学生以上の女性　20名
申込み: 開催前日までにEメールで区サッカー協会フットサル委員
会（shinjuku_fa@yahoo.co.jp）までお申し込みください　
※詳細は、http://blog.livedoor.jp/shinjuku_fa/ へ

　足の形はひとそれぞれ。今までイタイ思いをして履いていた靴
も、足の構造を理解して靴の正しい調整方法を学べば自分に合っ
た靴に大変身! 楽しく快適なシューズライフを手に入れましょう! 
時間: 10時～12時30分　講師・協力: アキレス株式会社
会場: 新宿スポーツセンター　2階小会議室（大久保3-5-1）
対象・定員: どなたでも　40名（多数抽選）
申込み: 9月24日（月）必着。往復はがきに記載例（7面）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

03-3209-1833へ

消費者講座

　近ごろ頭を使ってないかな? と思い当たる方、「麻雀」は頭の
体操にぴったりなゲームです。まずは、試してみませんか? 
時間: 10時～12時　
講師: 内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟3段）
会場: コズミックセンター　3階小会議室
対象・定員: どなたでも（区内在住・在勤者優先）　24名（多数抽選）　
料金: 400円
申込み: 9月27日（木）必着。往復はがきに記載例（7面）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
03-3209-1833へ

頭脳スポーツで健康に!

開催期間: 開催中～10月14日（日）　
9時30分～17時30分（入館は17時まで）　
会期中の休館日: 9月10日（月）・24日（月）、10月9日（火）　
会場: 新宿歴史博物館　地下1階企画展示室　問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　昭和9（1934）年ほてい屋百貨店で行わ
れた「大四谷今昔展覧会」に展示された四谷
地域の史跡の写真40点を中心に、合計60
点余りの史跡の古写真を展示しています。

新 宿 歴 史 博 物 館  所 蔵 資 料 展

古写真で見る
　　文化財・史跡

愛染院

コズミックセンター プール 
9月の営業のお知らせ

● 開放予定をご確認のうえ、ご利用ください
● 大人1回400円　中学生以下1回100円　
● 10月からは通常営業となります　
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

営業（開放）日 9月 10月
平　日 通常営業（貸切コースあり）

通常
営業土日、祝日

終日1回2時間まで
４コース以上一般開放
※22日以降の土日は
　「貸切コース」がある
　場合もあります

古写真で見る
　　文化財・史跡

　ミュージアムツアーや所蔵資料展など、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で開催される10
事業および展示「対象プログラム」に参加してスタンプを5つ
集めると、特別展「中村彝

つ ね

と新宿ゆかりの芸術家」（仮称）の
招待券など、“れきはくアイテム”（記念品）と交換できます。

実施期間: 平成25年3月31日（日）ま
で開催中　
参加料: 無料（一部観覧料・入館料の
かかる対象事業あり）　
※詳細については、財団ホームページ

または学芸課（☎03-3359-2131）までお問い合わせください

歴博ポイントラリーが始まりました!!

めざせ! 未来のアスリート
ジュニア世代の子どもの強い心とからだをつくる食生活

そのほか、当日参加可能なプログラムは、本紙10月5日号でお知らせします。

　世界で活躍するトップアスリートは、トレーニングと同様
に食生活にも気を配っています。長年、プロサッカー選手
やオリンピック選手を食事と栄養面からサポートしてきたス
ポーツ栄養の専門家が、ジュニア世代の子どもたちがもっ
と強くなるための食生活のヒントについてご紹介します。
時間: 14時～15時　
協力: 株式会社 Food Connection
会場: 新宿スポーツセンター　2階小会議室
対象・定員: どなたでも　40名（多数抽選）
申込み: 9月24日（月）必着。往復はがきに記載例（7面）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 03-3209-1833へ

はじめての「健康麻雀」教室以外は　　　　　です!
問合せ: 学習・スポーツ課 ☎03-3232-5121

無 料

無料開催中！

10月8日（月・祝）の「体育の日」は、
スポーツ & レクリエーションの祭典! 

新宿スポレク2012

SPORTS
RECREATION

 弓道色的大会

 はじめての「健康麻雀」教室

 コアトレーニングバレエ

 フットサル体験会

 あなたの足にあった快適な靴の選び方

 みんなでフラッグフットボール

 英語でダブルダッチ

 親子で楽しむスポーツ栄養講座

体験プログラム事前募集！
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広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

 

無料法律・税務講座
遺言作成の必要性と
ポイント・相続税対策等
弁護士・税理士による無料講座を行い
ます。お気軽にご参加ください（要予約）。

※遺言・相続に関する無料法律相談もご
予約受付中です。詳細はウェブサイトをご
覧頂くか、上記Telまでお問合せください。
www.chuolaw.com
広告責任者：弁護士 江森民夫 ( 東京弁護士会所属 )

［日時］平成 24年 9月 29日（土）
                午後 2：00 - 4：30（予定）
［会場］ハロー貸会議室四谷
　　     （新宿区四谷1-5  三陽ビル4階）
［問合せ・予約］東京中央法律事務所

                                  ☎03-3353-1911

1レガスからのお知らせ 9月10日（月）から財団ホームページのトップページが新しくなります。お楽しみに！
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10月 卓球教室
　10月の卓球教室は、「午前」と「昼」は初級
コース、「夜間」は実践応用コースです。
日にち: 10月4日～25日の毎週木曜日　全4回
時間: 【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
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象: 区内在住・在勤で全4回参加できる方
定員: 各クラス12名（多数抽選）
料金: 全2,000円
協力:区卓球連盟
申込み: 9月20日（木）必着。コズミックセン
ター窓口で配布の所定の申込書もしくは往復
はがきに記載例（7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）　※返信を希望する場合は、必ず往復
はがきでお申し込みください
その他: 「当落」については、返信はがきを送付
もしくは9月27日（木）にコズミックセンター
窓口に掲示しますので、必ずご確認ください。
なお、電話でのお問い合わせは、平日の9時
から17時に担当者がお受けします
問合せ:  学習・スポーツ課　 

☎03-3232-5121

なぎなた初心者教室
日にち: 10月10日～27日の水・土曜日  全6回
時間: 【水曜日】 13時～15時または19時30
分～21時（どちらか一方の時間帯を選択）　

【土曜日】 9時30分～11時30分
会場: 新宿スポーツセンター　4階第二武道場

（大久保3-5-1）
対象: 区内在住・在勤・在学の方
定員: 10名（多数抽選）
料金: 全3,000円
その他: なぎなたの貸出あり。動きやすい服装

（スカート不可）をご用意ください
申込み: 9月25日（火）必着。往復はがきに住
所・氏名・電話番号・性別を記入し、下記問
合せ先へ
問合せ: 区なぎなた連盟　射手矢知子（〒169-
0072 大久保1-3-8）　☎03-3200-9912

バドミントン  
初・中級者教室
　バドミントンを楽しみましょう! 
ワンランクアップを目指している
方にも役立つ教室です。
日時: 10月12日～26日の月・
金曜日　いずれも19時15分～
21時　全5回
会場: コズミックセンター　
2階大体育室
対象: 区内在住・在勤で初級者の方
定員: 60名（多数抽選）
料金: 全4,000円

 ハンドボール
日にち: 9月30日（日）、10月14日（日）
会場: コズミックセンター　2階大体育室
参加資格: 区内在住・在勤の15歳（平成24年
4月1日現在）以上の方で構成されたチームま
たは区ハンドボール協会登録チーム
種目: 成人男子、Ｕ-18男子
参 加 料: 2,000円 ／ チ ー ム（ 別 途 協 会 経 費
3,000円）　※大会当日に集金
申込み: 9月5日（水）～23日（日）の間に、申
込書に必要事項を記入のうえ、郵送で区ハン
ドボール協会　白石哲三（〒179-0072 練馬区
光が丘2-7-3-1207）まで
主管: 区ハンドボール協会

 少林寺拳法
日にち: 10月7日（日）
会場: 新宿スポーツセンター　4階第二武道場

（大久保3-5-1）
参加資格: 区内在住・在勤の15歳（平成24年
4月1日現在）以上の方または区少林寺拳法連

脚に対するコンプレックスに 
さようなら

① 美脚トレーニング
　脚の筋肉量は身体の中で一番多いため、
的確に使わないと衰える一方です。そこから
骨が開いて歪

ゆ が

みが生じ、脚のラインが崩れる
のです。筋肉は、いくつからでも鍛えられま
す。ダンベルの負荷をかけながら、脚を中心
にひき締めていく筋力トレーニングで、劇的
に脚を変えていきましょう! 
日時: 9月28日～12月7日の毎週金曜日　
13時～14時　全10回　
※11月23日（金・祝）を除く
講師: RIKA（レガスポ! 登録講師）

おなかまわりをひき締めて、
くびれ
4 4 4

のあるボディラインを!

②  カーヴィー・ 
ボディエクササイズ

　ラテン、ヒップホップ、ジャズダンスなど、
シンプルなダンスの動きを取り入れ、骨盤の
周りを中心に、普段の生活では使わない部分
を柔軟に動かし、楽しく踊って代謝をアップ! 
脂肪を効率的に燃やしてメリハリのある曲線美
を目指しましょう! ダンス未経験の方、ハード
な運動が苦手な方も気軽に参加できるプログ
ラムです。
日時: 9月28日～12月7日の毎週金曜日　
14時20分～15時20分　全10回　
※11月23日（金・祝）を除く
講師: セルツァー正美（通年レガスポ! 火・木
曜担当講師）

燃焼BODY GETで 
脂肪をガンガン燃やせ!

③  基礎代謝アップ 
トレーニング

　子どものように食べても太ら
ない身体は、人間本来の姿
です。少ししか食べないのに、
おなか周りにお肉がつくのは、
脂肪を燃やす場所の筋肉が衰えているしる
し。さあ、ダンベルと自重を使ったトレーニン
グで筋肉を育て、基礎代謝を上げて、秋の
味覚を思いっきり楽しみましょう! 
日時: 10月2日～12月18日の毎週火曜日　
9時30分～10時30分　全10回　
※10月9日と12月11日は休館日のため除く
講師: aya（レガスポ! 登録講師）

盟登録者
種目: 【男子個人・女子個人とも】3段以上の部、
初・2段の部、級・見習の部、単演（有段の部、
級・見習の部）
参加料: 200円／名
申込み: 9月5日（水）～20日（木）の間に、申
込書に参加料を添えて現金書留で区少林寺拳
法連盟　小林裕昌（〒153-0051 目黒区上目黒
4-12-6-101）まで
主管: 区少林寺拳法連盟

 ライフル射撃
日にち: 10月8日（月・祝）
会場: 中央区立総合スポーツセンター（中央区
日本橋浜町2-59-1）
参加資格: 銃砲所持許可証を持つ区内在住・在
勤の16歳以上の方または区ライフル射撃連盟
登録者
種目: エアーライフル、ハンドライフル、エア
ピストル
参加料: 200円／名（別途使用料など1,300円）　
※大会当日に集金

※�応募方法など詳細は、コズミックセンター、新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）で配布中
の各競技要項（財団ホームページからダウンロード可）をご覧ください

問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

区民総合体育大会
参加者・チーム募集!

申込み: 10月1日（月）必着。往復はがきに記
載例（7面）のほか、経験の有無を記入し、区バ
ドミントン連盟　飯塚直代（〒162-0052 新宿
区戸山1-17-8　☎・ 03-3203-5557）まで。
Eメール（ naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp）での申
し込みも可
問合せ:  区バドミントン連盟　飯塚 

☎03-3203-5557

畳の上で、運動しよう! 

少林寺拳法「お試し」講座
　世界で31カ国に普及している少林寺拳
法。相手を倒すためではなく、自己を磨き、
身を守るための拳法を、健康的な体づくりや
運動を始めるきっかけに家族そろって始めて
みませんか? 講師がていねいに指導します。
初めての方でも安心してご参加ください! 
日にち: 10月20日・27日の土曜日　
10時～12時　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・在学で小校生以上の方　
定員: 20名（多数抽選）
料金: 全1,000円（中学生以下は全400円）
協力: 区少林寺拳法連盟
申込み: 10月1日（月）必着。往復はがきに記
載例（7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。受信可能なFAXが
ある場合は 03-3209-1833へ
問合せ:  学習・スポーツ課　 

☎03-3232-5121

参加チーム大募集!!  
新宿区小学生サッカー大会
日にち: 10月21日（日）・27日（土）・28日（日）、
11月4日（日）　全4日　【予備日】 11月10日

（土）・11日（日）　※雨天順延
会場: 戸山多目的運動広場（戸山3-2）
対象: 区内在住・在学または区少年サッカー連
盟登録チームで、1部（小学6年生以下）、2部

（小学4・5年生以下）、3部（小学3年生）　計
50チーム（先着順）　
※ ただし、3部において小学3年生だけでチー

ムを構成できない場合のみ小学2年生の参
加を認めます

※ 女子については、該当する学年の1学年下
の部で参加可能です

参加料: 800円／チーム
申込み: 9月5日（水）～10月1日（月）の間に、
コズミックセンター窓口で配布中の申込書（財
団ホームページからダウンロード可）に必要事
項を記入のうえ、参加料を添えて直接、財団
窓口へ（9時～17時）
※ 「代表者会議」を10月12日（金） 19時から 
　コズミックセンター  3階大会議室で行いま
　すので、必ずご出席ください
問合せ:  学習・スポーツ課　 

☎03-3232-5121

申込み: 9月5日（水）～10月7日（日）の間に、
電話で区ライフル射撃連盟　河田（☎090-
4915-3517）まで
主管: 区ライフル射撃連盟

 卓　球
日にち: 10月21日（日）
会場: 新宿スポーツセンター　3階大体育室

（大久保3-5-1）
参加資格: 区内在住・在勤の方
種目:男女別。3ダブルスによる団体戦
参加料: 1,200円／チーム
申込み: 9月5日（水）～10月3日（水）の9時～
17時に、申込書に必要事項を記入のうえ、参
加料を添えて区卓球連盟事務局（国際卓球（株）
高田馬場店　新宿区高田馬場1-28-18 和光ビ
ル1階）に直接お持ちください
主管: 区卓球連盟

 柔　道
日にち: 11月4日（日）
会場: 新宿スポーツセンター　3階第一武道場

（大久保3-5-1）
参加資格: 区内在住・在勤・在学の小学生以上
の方または区柔道会登録者
種目: 【男子】 無段（A・B）、初段（A・B）、二段、
三段　【女子】無段、有段（A・B）
※このほか、小学生、中学生（A・B）も同時開
　催（詳細は下記申込先まで）
参加料: 200円／名（別途協会経費一般800円、
中学生以下500円）

申込み: 9月5日（水）～25日（火）の間に、申
込書に参加料を添えて現金書留で区柔道会　
松本洋二（〒112-0012文京区小石川5-33-6）
まで。または直接お持ちください
主管: 区柔道会

 ダンススポーツ（社交ダンス）
日にち: 11月11日（日）
会場: コズミックセンター　地下1階小体育室
参加資格: 区内在住・在勤の方または区ダンス
スポーツ連盟会員でアマチュアの方
種目: 
①初級戦　ワルツ　
②初級戦　ルンバ　
③3級以下相当戦　ワルツ　
④3級以下相当戦　ルンバ　
⑤D級以下相当戦　タンゴ　
⑥D級以下相当戦　ルンバ　
⑦B級以下相当戦　タンゴ／
　　　　　　　　　スローフォックストロット
⑧B級以下相当戦　サンバ／ルンバ
参加料: 200円／名（複数種目出場可）
申込み: 9月5日（水）～10月24日（水）の間
に、申込書に参加料を添えて現金書留で区ダ
ンススポーツ連盟　宮原教子（〒169-0075 新
宿区高田馬場4-35-13 カルムB101号）まで。
またはコズミックセンター窓口（平日9時～19
時、土日・祝日9時～16時30分、休館日の9
月10日（月）、10月9日（火）は9時～17時受
付）へ直接お持ちください
主管: 区ダンススポーツ連盟

教　室 ・ 講　座 ・ 大　会一日の終わりに心と体の疲れを 
取りのぞき、翌朝はさわやかな 
目覚めと活力を! 

④  リラクゼーション・ヨーガ
　ヨーガの正しい呼吸法とアーサナ（ポーズ）
を学びます。日々の疲労の蓄積で凝

こ

り固まっ
た腰や肩まわりなど、緊張した全身の筋肉と
心をほぐし、リラックスしましょう。
日時: 10月3日～12月5日の毎週水曜日　
20時15分～21時15分　全10回
講師: 今田智子（通年レガスポ! 水曜担当講師）

シェイプアップ効果の高い 
「ベリーダンス」の動きを楽しみながら 
健康的に美しく!

⑤ ベリー・エクササイズ
　エキゾチックな「ベリーダンス」独特の動きは
体幹部の各パーツをしっかりと使い、く

・ ・ ・

びれの
ある美しいボディラインを作ります。また骨盤を
立てる姿勢を基本とするため、骨盤の柔軟性
を高めるとともに、姿勢がよくなります。未経
験の方でも気軽に参加できるプログラムです。
日時: 10月11日～11月29日の毎週木曜日　
20時15分～21時15分　全8回
講師: Miwa（通年レガスポ! 金曜担当講師）

①～⑤共通
会場: コズミックセンター　①②④地下1
階多目的広場　③⑤2階多目的室
対象: 区内在住・在勤の方優先
定員: 各30名（多数抽選・最少催行20名）
料金: ①～④全4, 000円　⑤全3,200円

（いずれも欠席時の返金なし）
申込み: いずれも9月14日（金）必着。往復
はがきに記載例（7面）のとおり記入し、学
習・スポーツ課へ
※区内在勤の場合、勤務先の名称・所在地
　も明記してください
問合せ:  学習・スポーツ課　 

☎03-3232-5121

新宿区中学生野球大会 
結果報告
　7月21日～25日にかけて、白熱した試合
が繰り広げられた中学生野球大会。今年
度の大会結果は次のとおりです。

 【優　勝】�オール落合Ａ
�【準優勝】�成城中学校
�【第 3 位】��ペガサスボーイズ（Ｂ） 

オール落合Ｂ
問合せ:  学習・スポーツ課　 

☎03-3232-5121

レガスポ！20

おめでとうございます

2

スポーツ

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
mailto:naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp


① �NPO法人新宿区ウオーキング協会  第91回例会 
大使館巡りウォーク　約10km

日時: 9月11日（火）　8時40分～9時受付　正午解散予定
コース: 芝公園（集合）→平和の灯→伊能忠敬測地遺功表→各大
使館（イタリア～オーストラリア～イラン～フランス～フィン
ランド～ドイツ～ノルウェー～スイス～中国　など）→光林寺

（ヒュースケン墓）→有栖川宮記念公園→六本木ヒルズ→東京
ミッドタウン→檜町公園（ゴール）　
集合: 芝公園（都営地下鉄三田線「芝公園駅」A4出口）　
解散: 檜町公園（東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六
本木駅」）　
料金: 400円　
主催・問合せ:  NPO法人新宿区ウオーキング協会 

☎090-3217-4109

② �レガス健康ウォーキング 
戸山公園から大手門ウォーク　約8km

日時: 9月19日（水）　8時40分～9時受付　正午解散予定
コース: 新宿スポーツセンター前（集合）→学習院女子高等科前→
早稲田大学文学部前→夏目坂→市谷柳町交差点→箪笥町地域セ
ンター→神楽坂通り→靖国神社前→北の丸田安門→北桔橋門→
大手門（ゴール）　
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」3番出口、JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田
馬場駅」）　
解散: 大手門前（東京メトロ丸ノ内線・千代田線・東西線・半蔵門
線、都営地下鉄三田線「大手町駅」）　
料金: 400円
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
問合せ:  学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

③ �いきいきウォーク新宿 
早稲田から神楽坂ウォーク　約3km

日時: 9月26日（水）　9時10分～9時30分受付　正午解散予定　
コース: 鶴巻南公園（集合）→早稲田大学→江戸川公園→早大通り
→神楽坂裏通り→白銀公園（ゴール）　
集合: 鶴巻南公園（東京メトロ東西線「早稲田駅」1番出口）　
解散: 白銀公園（東京メトロ東西線「神楽坂駅」1番出口）　
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会　
問合せ: 新宿区健康部健康推進課健康事業係　☎03-5273-3047

①②③とも

対象: どなたでも　定員なし
持ち物・服装: 当日は、歩く際に手が自由になるよう、また
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。
なお、飲み物・帽子・雨具などは各自でご用意ください
申込み: 不要。当日受付時間内に直接、集合場所にお越しく
ださい　※雨天決行
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Recruiting Students for Shinjuku 
City Japanese - Language Classes.
（September through December）
Let’s learn basic Japanese that is needed in 
everyday life. If there is an opening in the class, 
you can join even in the middle of the term.
Period: Weekdays, September through December 
2012. There are classes that meet once a week and 
those that meet twice a week.
※Schedules vary depending on the class location.
Hours: 【Morning Class】 9: 30 – 11: 30 a.m.

【Evening Class】 6: 30 – 8: 30 p.m.（Evening Classes 
are on Mondays and Thursdays only.）
Location: 10 locations （12 classes） in the city, 
including Shinjuku Multicultural Plaza（Hygeia 11F, 
2-44-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku）
Eligibility: Begining level. Those who need to learn 
basic Japanese necessary for everyday living. 
※Those who are of junior high school age and younger  
   are not permitted to join the class.
Capacity: About 20 students in each class
Fee: Classes that meet once a week: 2,000 yen 
　　 Classes that meet twice a week: 4,000 yen 
To Apply: Complete an application form and send it 
to the Cultural Exchange Division by mail or facsimile

（ 03-3350-4839）. Application forms are available at 
Shinjuku Bunka Center, Shinjuku Multicultural Plaza 
and the Foreign Resident Advisory Corner in the 
Shinjuku City office. You can also download the form 
from the Regasu web site. （You can apply directly at 
one of the reception desks ）.
Inquiries: ☎03-5291-5171 （1st, 3rd, 5th Wednesdays 
& 3rd Friday　10 a.m. to 12 noon and 1 to 5 p.m.） 

开讲期间: 2012年9月～12月的平日。
有「每周1次的教室」和「每周2次的教室」。
※上课的星期，会根据上课的场所有所不同
学习时间: 【上午班】 9时30分～11时30分

【下午班】 18时30分～20时30分
 （仅限周一和周四）
教室: 包括新宿多文化共生广场（新宿区
歌舞伎町2-44-1 海基亚大厦 11楼）在内
的10处（12个教室）
对象: 入门初级水平。在日常生活中需要使
用日语者。　※但是初中生以下者不可参加。
定员: 各教室都在20名左右
费用: 每周1次的教室2,000日元，
          每周2次的教室4,000日元
申请: 在新宿文化中心，新宿多文化共生
广场，新宿区役所外国人咨询窗口,发放
的「申请表」（可从财団网页下载）上填写
必须事项后，邮寄或传真（ 03-3350-
4839）到文化交流课（也可直接向各窗口
申请）。
使用中文咨询: 电话03-5291-5171

（每周二、周四　上午10点～12点／下
午1点～5点）

개강기간: 2012년9월～12월의평일. 

「주 1회교실」과「주 2회교실」이있

습니다.　※요일은장소에따라다릅니다.

학습시간: 【오전반】9시 30분～11시 30분

【저녁반】18시 30분～20시30분

 （월요일과목요일에만있음）

장소: 신주쿠다문화공생플라자（신주쿠

구카부키쵸 2-44-1 하이지아 11층）

를포함한신주쿠구내 10곳（12교실）

대상: 입문초급레벨. 일상생활에서일본

어를필요로하는분. 

※단중학생이하는참가할수없습니다.

정원: 각교실별로 20명정도

요금: 주 1회교실2,000엔

        주 2회교실4,000엔

신청: 신주쿠문화센터, 신주쿠다문화공

생플라자, 신주쿠구청외국인상담창구 

에서배포하고있는「신청용지」（재단

홈페이지에서다운로드가능）에필요사

항을기입하여우송또는팩스（ 03-

3350-4839）를통해문화교류과로（각

창구에서직접신청할수도있습니다）.

한국어문의: 전화03-5291-5171

（월요일 오후1시～5시、금요일오전10

시～12시／오후1시～5시）

2学期（9月～12月）特大招生！
新宿区日语教室
　掌握日常生活中所必要的初级日
语。教室有空额的话，即使是中途也
可参加。

제2학기（9월～12월）
학습자대모집!
신주쿠구일본어교실
　일상생활에필요한초급일본어를익
힙시다. 교실에자리가있으면도중이
라도참가할수있습니다.

グルメと芸術と音楽…。
感動大国、フランス理解講座

①�宇田川悟氏による「フランス人
のライフスタイルと料理」

　歴史、文化、芸術、美食など、人を惹き
つけるさまざまな魅力にあふれるフランス。ワイ
ンやチーズなどフランスの食文化に精通する作
家・宇田川悟氏によるフランスのライフスタイル
についての講演です。

②�シャンソンの歌詞を�
通して学ぶフランス

　フランス人講師による「シャンソン」の名曲の
解説講座です。イヴ・モンタンの『枯葉』やセ
ルジュ・ゲンズブールの『プレヴェールのシャン
ソン』を仏語で口ずさみ、フランスの秋のポエ
ジーを感じましょう!

③�吉村葉子氏による�
「フランス料理体験」

　長年フランスに住み、神楽坂でフランス焼き
菓子店「ジョルジュ・サンド」を経営するエッセイ
スト・吉村葉子氏をお招きし、フランス家庭料
理「キッシュ」などにチャレンジします。

日時: 10月13日（土）　
　　　14時～15時30分
会場: 新宿文化センター　3階小ホール
講師: 宇田川悟（作家・フランス政府農事功労章
　　　シュヴァリエ受章）
対象・定員: どなたでも　70名（先着順）
料金: 400円

日時: 10月13日（土）　18時30分～20時
会場: 新宿文化センター　3階小ホール
講師: ニコラ・シャペ（アテネ・フランセ　フランス
      　語講師）
対象・定員: どなたでも　70名（先着順）
料金: 400円
※フランス語がわからなくても大丈夫です　
※合唱や歌唱指導の講座ではありません

日時: 10月15日（月）　18時30分～20時30分
会場: 四谷地域センター　工作調理室
         （内藤町87　四谷区民センター 11階）
講師: 吉村葉子（『お金がなくても平気なフランス人
      　お金があっても不安な日本人』著者）
対象・定員: どなたでも　30名（多数抽選）
料金: 1,500円

協力: アテネ・フランセ、フランス観光開発機構
申込み: 9月30日（日）必着。往復はがきに記載例（7面）のほか、
参加希望講座番号（1通で複数申し込み可）を記入し、文化交流課へ。
受信可能なFAXがある場合は 03-3350-4839へ
※①・②は先着順、③は多数抽選
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

共 　通

多文化交流プログラム多文化交流プログラム

宇田川悟

© ATOUT FRANCE/Fabian Charaffi

© ATOUT FRANCE/Cédric Helsly

吉村葉子

ニコラ・シャペ
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多文化

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


 レガスパークレガスパーク お問い合わせは、直接各ご連絡先まで。広告スペース

フラダンス（月２回）
若松地域センターまたは四谷地域センター
090-9131-7444　連絡は午後６時以降

ノンバターのパンエミ　女性募集
手ごねで作るパン　榎町地域センター　第１土
第２第３火午後  １回2500円  位田32042985

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。無料体験有!
高田馬場駅徒歩２分。フェザー☎3362-1920
いけ花･茶の湯　若葉の会3565-2378 村田まで
花道・茶の湯月１回､ 稽古料各2000円教材費含

（場）若松地域センター、土又は日曜 PM1:00～
＊生け花教室＊無料体験有♪℡080-5674-4187
幼児からシニアまで。師範免状も取得可。
月・火・金・応相談。早稲田・若松河田５分

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分～12時　四谷地域センター
集会室４　　岩崎　☎3226-3477

ベテランの外国人講師が楽しく教えます
英語､ 仏語､ 西語､ 伊語､ 独語､ 中・韓国語　他
幼児から上級まで　体験個人40分1500円
グループ可　曙橋駅A4より徒歩１分　ＬＩＧ
0333554471 http://home.att.ne.jp/air/lig/

悠気会（気功太極拳） 会員募集 無料体験有り
気の運行により血行を良くし健康維持に効果
月3回金曜日10:10～11:30　会費3500円
落合南長崎駅５分 TEL:080-3578-3838　林へ
ピアノ教室♪百人町社保付近080-2065-3162
幼児から大人まで楽しく丁寧に指導致します
月6000円～　http://kumakipiano.com

レンタルスタジオ「大久保マイックル」
ダンス、演劇、ワークショップ、使い方いろ
いろ快適空間 大久保駅徒歩１分 1500円/H～
http://maik1.web.fc2.com/ ℡03-5937-2345

♪ピアノ生徒募集♪　子供から大人迄
趣味歓迎、気軽に☎を！　西早稲田３丁目
桐朋卒　佐藤yuko　090-3509-6026
♪桐朋音大講師のレッスン♪　☎3952-5055

初歩～受験まで　気軽に相談を　中井駅７分
「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」で検索を

やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
ヨガ・ストレッチ体操あり！ 初心者大歓迎！
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka
早稲田バイオリン・ピアノ　スズキ音楽教室

桐朋大講師陣が指導。０～３歳児コース併設
見学問い合わせ　03-6304-0310

親子リトミック♪　☎090-3916-6199
月3回（火）西戸山生涯学習館ムジカフィオーレ
http://musicafiore-rythmique.com/

出張着付け教授　松村きもの塾
ご自宅で着物の組合せ～着付けお教えします。
１回２時間２千円、電話 09061423634 松村

パッチワーク・キルト教室　初心者歓迎♪
日本手芸普及協会カリキュラム　火・木・土
\3000／月３回 早稲田７分 ☎090-7282-0950
NHK講師他の英会話/仏/西/露/韓TOEICクラス
50～70代クラス/小中高クラス1回￥1575～
新宿/西早稲田/池袋教室 03（3984）1180 WING
60代70代の脳トレ旅行英会話　無料体験あり
初心者対象　金曜日 9時～10時　高田馬場駅
戸塚地域センター 問合:西村 090-4521-6521
―快楽中国語教室　生徒募集　入門～上級―
マンツーマンで1時間2000円 中国人講師千葉
大卒・講師歴15年 四ツ谷駅2分 ☎5368-2138
カルチャー教室古典部門　町田FAX3358-8815
平日9:00～3:00　介護や子育て中の人にぴっ
たりの時間　書道華道ピアノ文章小論文古典
◆遺言添削会（セミナー付）◆☎03-5925-8896
遺言持参で行政書士が個別添削!相談のみOK!
9月15日（土）16時～要予約資料代1000円 コズ
ミックセンター3F小会議室 けやきの会:田中
内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225

幼児～大人　初心者～上級　レベル別に指導
お気軽に無料体験♪落合南長崎・中井駅７分

一貫校中学高校生　TOEIC・国際英検
大学受験にも実践英語力必須　目白高田馬場
3954-8721 http://english.kuniburi.com/

English 仲間学習会　TOEIC　聴取集中！
大生卒者TOEIC580以下対象1000～/回 区施設
http://english.kuniburi.com/　39548721
未婚の子供さんを結婚へ導くコツ伝授します

仲人による親御様向けセミナー＆身上書交換
毎月１５日開催、参加費３千円。会場：高田
馬場創業支援センター　☎5962-7704 片山迄

☆立花眞理ピアノ教室☆　☎5229-4408
ピアノ個人レッスン　幼児～一般　初心者
から専門レベルまで　火・水　市谷加賀町

岩谷ヴァイオリン教室　3208-3394
お子様から大人まで、初心者も大歓迎♪
無料体験有！　若松河田、早稲田（駅近）
バンディプル韓国語教室（会話）四谷３丁目駅
専攻者がわかりやすく教える（中上級も可能）
発音の基礎から指導。会話力・語彙力アップ
現YMCA講師（崔）　080-5199-4367（見学可）
イングリッシュサロンアオキ　小５～社会人 

高２までに英検２級合格を目指す！
成績アップ！高校・大学受験対策／英会話
Webはイングリッシュサロンアオキで検索を
下落合・高田馬場駅３分　TEL3365-1265

ゴルフ教室　初心者大歓迎　若松河田
シニアクラス生徒募集　早朝レッスン可
基礎からスイング矯正まで親切丁寧　体験有
Ａ級PGA会員 （柴田） 090-4074-5949

募　集

レガスパーク掲載行事は財団主催ではありませんので、各主催者に内容をお確かめのうえ、ご自分の責任でご参加ください。 掲載申込：財団Web

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　☎03-3232-5121
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みるっく 9月
の展示

ギャラリーオーガード

展示場所: 新宿大ガード下・北側歩道
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

展示中～9月27日（木）
　新宿クリエイターズフェスタ2012 
　「蟹江 杏  作品展」
9月28日（金）～10月25日（木）
　生涯学習館まつり作品展

土だって有効にリサイクル! 
赤城ガーデニングクラブ 第2回 不用園芸土の無料回収
　ご家庭で不用になった園芸用の鉢植えやプランターの土を無料で回収します。
お持ちいただいた土は、土壌改良のうえ園芸土としてリサイクルし、赤城ガーデ
ニングクラブで使用します。

プラネタリウム一般公開 秋番組のご案内

「ケプラーの『夢』と秋の星空」
　「地動説」に感銘を受けたケプラーが、天動説全盛
の時代に人々に地動説をどのように伝えようとしたのか
のお話や、「かぐや姫」の物語を投影します。
投影日: 9月8日（土）・16日（日）・22日（土・祝）、
10月1日（月・都民の日）・8日（月・祝）・13日（土）・
21日（日）・27日（土）　
※秋番組は11月も続きます
時間: 1回目10時30分～・2回目13時30分～・
3回目14時50分～の1日3回（投影時間は各約50分）　
※各回とも開場は投影開始30分前
定員: 150名（当日先着順）
料金: 全席自由　300円、中学生以下無料　
※鑑賞券は投影開始30分前から会場受付で発売します

①  仏像の魅力を探る  
～ 法隆寺の仏像について ～

　飛鳥時代、聖徳太子は斑
いかるが

鳩の地に法隆寺を建立し
ました。大好評だった前回に引き続き、今季の講座も
法隆寺の仏像の魅力を紹介します。

第1回　百
く だ ら

済観
かんのん

音像と金堂四天王像について
第2回　止

と り

利様式の仏像について
第3回　中宮寺と広隆寺の半

はん

跏
か

思
し

惟
ゆい

像について
日時: 【第1回】 10月16日　【第2回】 11月20日　

【第3回】 12月18日の火曜日　
いずれも19時～20時30分　全3回 
会場: コズミックセンター　
講師: 金子典正（京都造形芸術大学准教授、仏教美術史・
東洋美術史専攻）　料金: 全1,500円

『ジェームズ・アンソール展』
休館日の展示室で「対話による鑑賞会」を楽しみませんか

　ジェームズ・アンソール（1860-1949）
は、ベルギー近代美術を代表する画家
の一人です。本展覧会は、世界で最も
多くアンソールの作品を所蔵しているアン
トワープ王立美術館のコレクションから素
描を含む約50点のアンソール作品を、フ
ランドル絵画や同時代の画家の作品とと
もに展示し、アンソールの芸術を生み出
した「写実と幻想の系譜」をたどります。
　本物の作品の前でボランティアガイドと対話をしながら、新しい「絵」の
見方・楽しみ方を発見してみましょう。
日時: 10月15日（月）　1回目14時～・2回目16時～
会場: 損保ジャパン東郷青児美術館（西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階）
対象: 区内在住・在勤・在学または新宿区内で活動している方
定員: 各回20名（多数抽選）　料金: 800円
連携: 公益財団法人損保ジャパン美術財団
申込み: 10月4日（木）必着。往復はがきに記載例（7面）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 03-3209-1833へ
問合せ:  学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

楽譜がなくても大丈夫 
美しい音色を楽しみましょう! 
② ノーズ・フルート（鼻笛）入門講座
　ノーズ・フルート（鼻笛）はシンプルな構造ですが、「口
笛」と「オカリナ」と「ケーナ」を合わせたような素敵な音
色で、だれでも口笛を吹くような感じで吹けるようになり
ます。吐く息を使う楽器なので、健康増進も期待でき
ます。ご一緒に楽しみましょう。
※�受講にはノーズ・フルート（鼻笛）が必要です。希望
者には初回に1個300円で販売します

日時: 10月23日～12月25日の毎週火曜日　
いずれも10時～11時30分　全10回
会場: 戸山生涯学習館　ホール（戸山2-11-101）
講師: モスリン（プロ鼻笛演奏家）
料金: 全5,000円

①②共通
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　30名（多数抽選）
申込み: ①10月4日（木）・②15日（月）必着。往復はがきに記載例（7面）
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

03-3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

人類の月に寄せる思い

過去から現在・未来へ 「月」について知ろう!! 
　JAXAの月探査機かぐやの調査などにより、「月」についてさまざまなことがわかっ
てきました。人類と月について楽しみながら学びましょう。

■�アーカイブス�JAXA映像上映会（29分）
　�『20世紀の記録　月への挑戦／人類の偉大な一歩』
■�月の観察と解説�（講師:�JAXA宇宙指導員）

日時: 9月29日（土）　
17時～19時（16時30分開場）　
対象: 子ども向け。小学３年生以下は
保護者同伴でお越しください（大人の
方おひとりでの参加も可）
定員: 140名（当日先着順）　
協力: JAXA宇宙航空研究開発機構

「かぐや」ハイビジョンカメラ（望遠）による
「満地球の出」の撮影画像　提供: JAXA/NHK

法隆寺の境内

ジェームズ・アンソール《陰謀》 1890年
All works: Lukas-Art in Flanders vzw 

/ KMSKA

【お持ちいただく際のご注意】
● 石・砂、草木の根などは取り除いてく

ださい。　※当日、土を確認させてい
ただき、石や根などが多いときにはお
持ち帰りいただきます

●回収の量は、1人10kgまでです
● 区内在住であることを証明するもの（免

許証・保険証など）をお持ちください。

日時: 9月19日（水）　10時～12時　
※時間厳守にてお願いします
会場: 赤城生涯学習館（赤城元町1-3）
対象: 区内在住の方
料金: 無料（簡単なアンケートにお答えください）
申込み: 事前予約は不要。当日直接、会場へお越しくだ
さい
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

【当日の問合せ先】 赤城生涯学習館　☎03-3269-2400
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学 習
9月30日は
中秋の名月!
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新宿御苑前駅  徒歩2分
新宿区新宿1-17-2　第3遠藤ビルB1

☎03-6457-8586
info@nobuyo-tsuchiya.com

http://www.nobuyo-tsuchiya.com/

お気軽にお電話を！

フラメンコスタジオ土屋乃予
Tsuchiya  Nobuyo

年齢・性別・国籍は不問です
アットホームな雰囲気で
一からていねいに指導します

いっしょに踊りませんか?
初めての方のための
フラメンコ教室

いっしょに踊りませんか?
初めての方のための
フラメンコ教室

　　秋麗の一日、都会の喧
け ん

騒
そ う

を忘れて
　　日本の古き良き文化に触れてみませんか？ 
　　　　～ 茶の湯の会 ～
　裏千家・表千家・煎茶道静風流・掬翠会の席主6人が
お点

て

前
ま え

を披露します。初心者の方も、お気軽にご参加ください。
日時: 10月21日（日）　10時～15時　会場: 茶道会館（高田馬場3-39-17）
料金: 前売り・1枚2,500円（点茶席3席と点心〈お弁当〉付き）、
呈茶席（明々軒）1席300円
購入: 9月5日（水） 9時からコズミックセンター1階窓口（取り扱い時間は17時まで）
でチケット販売開始　※売り切れ次第、終了となります
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

第4回 区民プロデュース事業
企画運営団体募集

吟
ぎ ん

剣
け ん

詩
し

舞
ぶ

のつどい　出演者募集
　日本の伝統芸能である吟

ぎ ん

詠
え い

・剣
け ん

舞
ぶ

・詩
し ぶ

舞を稽
け い

古
こ

されている方、日ごろの成果を発
表してみませんか?
日時: 11月25日（日）　11時開演　会場: 四谷区民ホール（内藤町87）
対象: 区内在住・在勤の方
申込み: 9月28日（金）必着。往復はがきに記載例（7面）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 03-3209-1833へ
問合せ:  学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

イベント運営ボランティア募集
　新宿区生涯学習フェスティバルの一環で開催する「絵画展」・「写真展」の
展示会と、新宿文化センターで開催する「音楽・コーラスのつどい」に、運営
ボランティアとして活動していただける方を大募集します!! 
ボランティア活動日時: 
①【絵画展】 10月15日（月）　11時～17時　
②【音楽・コーラスのつどい】 10月20日（土）　10時～18時　
③【写真展】 11月1日（木）　13時～17時　※いずれも日程は予定
申込み: ①10月1日（月）・②5日（金）・③18日（木）必着（多数抽選）。往復はが
きに記載例（7面）のほか、イベント名（①～③）を記入し、学習・スポーツ課へ。
受信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ　※往復はがきの場合は、
イベントごとに1枚必要
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

音 楽・コーラス
えのき合唱団　【追加募集】

えのき合唱団

声を合わせて健康増進! みんなで歌って感動体験! 誰でもいつ
からでも参加でき　生演奏の発表もある　えのき合唱団
①10月14日～平成25年3月10日の土曜または日曜日　15時
30分～17時／全10回　②50名（どなたでも）　③榎町地域セ
ンター　④1カ月1,000円　⑤10月5日（金）

かるがも歌の会“四谷で子供たちと一緒に歌いましょう”
かるがも歌の会

なつかしい童謡を楽しく歌いましょう。幼稚園児、小学生、お
じいちゃん、おばあちゃんもみんな集まれ! 
①10月16日～平成25年3月12日の火曜日　16時～17時／全
5回　②15名（4歳以上）　③三栄町生涯学習館　④全3,000円　
⑤10月5日（金）

場所と曜日で選べる「一般教養講座」
一般教養講座（木曜午後コース）　【追加募集】

木曜会

私達の身近なテーマについて各分野の講師を招き、幅広く楽し
く学習するサークルです。参加してみませんか! 
①10月11日～平成25年2月28日の木曜日　13時～15時／
全10回　②15名（55歳以上）　③落合第二地域センター　④下
期4,000円　⑤9月30日（日）

中高年のための教養講座（北新宿水曜コース）　【追加募集】
北新宿新水会

社会で家庭で活躍の場を卒業したあなた、楽しく充実感ある第
二の人生を。一流講師に新しい友に出会える場へ、ぜひどうぞ。
①10月10日～平成25年2月20日の水曜日　13時30分～15
時30分／全10回　②15名（55歳以上）　③北新宿生涯学習館　
④下期3,000円　⑤9月25日（火）

歴史を学ぶ
明治の“文明開化”事始め十話（後編）

歴史に学ぶ会

明治維新による文明開化で変化した新しい時代の政治・経済・
文化・生活での取り組みの実態を追います。
①10月17日 ～ 平 成25年2月20日 の 水 曜 日　13時 ～15時
／全5回　②34名（どなたでも）　③若松地域センター　④全
2,500円　⑤9月21日（金）

趣 味・料 理
手作り料理教室　【追加募集】

かえで会

料理のプロの味を習いその日に家庭で作れます。全員参加で楽
しい料理、男女30歳以上どなたでも応募ください。
①10月14日～平成25年2月24日の日曜日　13時30分～16
時30分／全10回　②5名（30歳以上）　③北新宿生涯学習館　
④全10,000円　⑤9月18日（火）

江戸流手打ち蕎麦講座　【追加募集】
江戸流手打ち蕎麦　新宿鵜の会

手打ち蕎麦に挑戦しませんか! 福井県産玄そばの石臼挽きそば
粉で、そば粉本来の香りと喉越しを味わいましょう! 
①10月6日～平成25年3月2日の土曜または日曜日　13時～
17時／全10回　②若干名（20歳以上）　③北新宿生涯学習館　
④1回600円（別途教材費1,000円）　⑤9月20日（木）

囲碁教室
盤友囲碁クラブ

みんなで楽しく囲碁を学び、趣味の世界を広げよう。頭を鍛え、
仲間を増やそう。
①10月9日～12月11日の火曜日　13時～15時／全10回　
②30名（5歳以上）　③赤城生涯学習館　④全5,000円　⑤9月
25日（火）

赤城陶芸教室
赤城陶芸会

初心者歓迎。世界でたった一つの茶わんを作ってみませんか。
①10月4日～12月13日の木曜日　18時30分～20時30分／
全10回　②18名（成人）　③赤城生涯学習館　④全12,500円

（材料費含む）　⑤9月20日（木）

語　学
入門・初級・中国語会話

中国語講習会

中国人女性教師と中国語会話を楽しく学びましょう。初めての
方歓迎。きれいな発音が身につきます。気軽に参加。
①10月6日～12月8日の土曜日　入門レベル：13時～15時、
初級レベル：15時～17時／全10回　②20名（20歳以上）　③
三栄町生涯学習館　④全10,000円（別途教材費1,500円）　⑤9
月28日（金）

健康・スポーツ・ダンス
ストレッチ＆入門太極拳

S・P・T・C下落合公園太極拳倶楽部

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。
①10月7日～12月16日の日曜日　9時15分～10時45分／
全10回　②30名（どなたでも）　③戸塚地域センター　④全
4,000円　⑤9月30日（日）

美しく若返る「ゆる体操」体験会　【イベント型】
高田馬場ゆる体操教室

軽い運動と優しい発声で慢性的な疲れやコリをゆるめます。体
の内側を鍛え、運動不足解消、ダイエットに効果的! 
❶10月6日 ❷11月10日の土曜日　両日とも13時30分～15時
※❶❷は同じ内容、希望日を明記のこと　②30名（10歳代～
80歳代）　③北新宿生涯学習館　④1回500円　⑤10月1日（月）

楽しみながらのフラメンコ講座!
スタジオフローラ

フラメンコを習ってみたい方また興味のある方大歓迎!  健康体
操を取り入れお稽古をします。ダイエット効果もあります。
①10月3日～11月21日の水曜日　10時～11時30分／全8
回　②15名（どなたでも）　③西戸山生涯学習館　④1回500円　
⑤9月30日（日）

楽しい!初めての社交ダンス　【追加募集】
新宿きずなサークル

楽しい! 社交ダンス入門講座です。どなたでも参加できます。
基礎的なステップを何度も繰り返し練習します。
①10月9日～平成25年2月26日の火曜日　17時45分～19
時45分／全10回　②20名（どなたでも）　③戸山生涯学習館　
④全5,000円　⑤10月２日（火）

区民プロデュース事業とは…

講座・イベント名／企画運営団体名

①実施日時／回数　②定員（対象）　
③会場　④参加料　⑤申込み締切日

　※いずれの講座も、往復はがき、FAX、財団
　　ホームページのいずれかでお申し込みください

区民プロデュース事業は、企画運営団体が当財団から
事業助成を受けて自主的に行う事業です。お申し込み
に際してお預かりした個人情報は、当財団から企画運
営団体に提供させていただきます。ご了承ください

新しいことを始めてみませんか? 区民による区民のための講座!

初秋からの講座・イベント 参加者募集
申込み: 各講座・イベントとも、申込み締切日必着（各⑤参照）。往復はがきに記載例（③面）
のほか、「参加希望講座（イベント）名」と「企画運営団体名」を記入し、学習・スポーツ課へ。
受信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

新しいことを始めてみませんか? 区民による区民のための講座!

初秋からの講座・イベント 参加者募集

　区民の方々を対象に、文学・文化・歴史・時事・語学
などの教養講座をはじめ、手工芸・絵画・陶芸などの趣味、
生活、暮らしと健康、スポーツ、家庭教育や子育て、国際
交流に関することなどをテーマとした「講座」または「イベント」
を企画・プロデュースしてみませんか？ 
　優れた事業には、その実施に対して当財団が支援（助成
金など）します。詳しくは、コズミックセンター窓口および各
生涯学習館・地域センターなどで配布する「募集要項」をご
覧ください。

 事前説明会 

　応募される団体を対象に、事前説明会を開催します。
参加希望団体は開催前日までに、電話もしくはFAX（
03-3209-1833）で学習・スポーツ課までお申し込みく
ださい。
日時: 9月13日（木）　13時30分～
※ご都合がつかない場合は、別途、個別にご説明します
会場: コズミックセンター　3階大会議室

内容: 区民（初心者）の方を対象とした各種講座・イベントの
企画と運営
対象: 区内で自主的に活動している生涯学習のグループ
助成対象となる期間: 
平成25年1月1日（火・祝）～3月31日（日）
助成回数・上限額: 

【講座型】 年間20回まで・年間上限額20万円　
【イベント型】 年間2回まで・1回5万円を限度額として年間
上限10万円
申込み: 要事前予約、9月27日（木）必着。所定の申請用紙
に必要事項を記入のうえ、直接コズミックセンター窓口ま
でお持ちください（平日9時～17時）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

新年から、区民の方を対象に講座や
イベントの企画を実施してみませんか？ 

―― みなさまの事業を財団が支援します ! 

各課問合せ先一覧

●学芸課
　☎03-3359-2131
●観光課
　☎03-3359-3729
●学習・スポーツ課
　☎03-3232-5121
●子ども・地域課
　☎03-3232-5122
●文化交流課
　☎03-3350-1141
●施設課
　☎03-3232-7701
●経営課
　☎03-3232-7701

QUOカードの謝礼あり

新 宿 区 生 涯 学 習 フ ェ ス テ ィ バ ル

広告のお問い合わせは、
直接各ご連絡先まで。
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● 語源からたどる哲学史（続）
● 日本の水墨画
● 人を惹きつける話し方
● できる英文ビジネスe-mail講座
● 科学技術の将来を予測することは可能か?

～おすすめ講座一例～

http://www.ex-waseda.jp/
☎03-3208-2248

お問い合わせ、
パンフレットの
ご請求は下記まで

◇◆◇講座申込み受付中◇◆◇

誰でも学べる
生涯学習講座
9月28日（金）より
秋学期開講

無 料  配  布  中
秋学期パンフレット

学びの秋!!
早稲田で講義を
受けてみよう!

ネットで学ぶ早稲田の講義
   ～eラーニング講座～
  28講座設置　1講座1万円　
   「土地と建物の法律問題」 山ノ目 章夫
   「クラシックからみる音楽の世界」 小沼 純一
  他  多数開講

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

03-6205-5654
（店舗）新宿区西早稲田1-4-20 【早稲田大学西門前】

　　　　　　秋期特別講座  〈各1回完結、1,500円〉

皆様の学びの心に応える　学ぶ楽しさ満載の155講座
●日本をよむ（28講座）▶「『今昔物語』の世界を旅する」「利休の書簡を読む」「世界を見た日本人」
●世界を知る（13講座）▶「ヴェルディ&ワーグナー入門講座」「世界遺産、誰もが楽しめる旅行術」
●みる・感じる・つくる（32講座）▶「雅楽ワークショップ（歌謡）」「スワロフスキーデコレーション」
●自分を見つめる（11講座）▶「子育て学入門」「身近なアンチエイジング」「『空』の心を知る」
●暮らしを豊かに（16講座）▶「タニクライフを楽しむ」「アンティークオルゴールの魅力」「歩き方」
●外国語を楽しむ（24講座）▶「英会話」「独会話」「フランス語」「中国語」「イタリア語会話」「スペイン語」
●キャリアアップ（31講座）▶「調剤事務」「TOEIC対策」「知的財産管理技能検定」「株式投資講座」

☎:03‒5992‒1040 http://open.gakushuin.ac.jp/

・・・・・・・・・・・【 9 /28（金） 13：00～】
・・・【 9 /29（土） 13：00～】

・・・・・・・・・・・・【10/ 6 （土） 10：40～】
・・・【10/ 6 （土） 13：00～】
・・・【10/20（土） 10：30～】

★禅の世界   臨済宗国泰寺派 全生庵住職  平井正修
★「その後の徳川将軍家」   翻訳家・政治経済評論家  徳川家広
★歴史学に学ぶとは   学習院大学教授  高埜利彦
★大人の京都学   京都の旅・㈱らくたび代表取締役  若村  亮
★お茶の文化を享受する   大日本茶道学会副会長  田中仙道

パンフレット
無料送付！

学習院生涯学習センター
〒171-0031  豊島区目白1-3-19（学習院目白キャンパス） JR山手線目白駅徒歩5分、高田馬場駅徒歩9分

皆様の「学びたい」がここに！

学習院の秋講座
受講申込受 付 中 !

皆様の「学びたい」がここに！

学習院の秋講座

他

日時: 10月2日（火）　9時～12時30分
※雨天決行
コース: ペルリ提督の像→増上寺三解脱門→経
蔵→黒門→梅園→芝東照宮→台徳院霊廟惣門
→芝丸山古墳→増上寺大殿→安国殿→徳川将
軍家墓所　約2km
解説: 新宿歴史博物館ガイドボランティア
対象・定員: どなたでも　100名（多数抽選）　
料金: 400円（資料代込み）　
申込み: 9月20日（木）必着。往復はがきに記
載例（7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　☎03-3359-2131

日時: 10月5日（金）　10時～12時30分
コース: JR山手線「目白駅」（集合）→自由学園明

み ょ う に ち か ん

日館→公益財団法
人徳川黎明会→目白ヶ丘教会→アダチ伝統木版画技術保存財団→
日本聖書神学校→佐伯祐三アトリエ記念館（解散）　約3km
解説: 新宿歴史博物館ガイドボランティア　
対象・定員: どなたでも　30名（多数抽選）　料金: 400円　
申込み: 9月25日（火）必着。往復はがきに記載例（7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　☎03-3359-2131

日時: 9月22日（土・祝）　10時～11時30分（9時30分開場）　
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂　
講師: 今井敦（東京国立博物館 博物館教育課長）　
定員: 100名（多数抽選）　
申込み: 9月13日（木）必着。往復はがきに記載例（7面）のとおり記入し、
学芸課へ　※はがき1枚につき1名のみ　
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　夏目漱石、島崎藤村、太宰治など、新宿ゆかりの近代文学者を紹介する連続講座。講師
陣は、第一線の研究者と各地の文学館・博物館で実際に展示会を担当した学芸員です。

　江戸のランドマーク、増上寺の文化財をめ
ぐります。当日は徳川将軍家墓所の特別公
開日で、「お江

ご う

の方（崇源院）」や「和宮（静寛
院）」をはじめ、徳川将軍歴代6人の墓も見学
できます。

　フランク・ロイド・ライトとその愛弟子・遠藤新が設計した自由
学園明

みょうにちかん

日館や目白ヶ丘教会など、落合地域に残る古い洋風建物
の内部・外部を見学しながら歩きます。

　10月10日（水）～12月24日（月・祝）の間、東京国立博物館で開催され
る特別展「中国　王朝の至宝」にあわせ、関連文化講演会を開催します。
夏

か

から宋の時代にわたる中国歴代の王朝における特色ある文物についてご
紹介します。

日時: いずれも14時～16時　
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
対象・定員: どなたでも　各60名（多数抽選）　
料金: 全2,000円（1回単位で受講の場合は500円）　
申込み: 9月21日（金）必着。往復はがきに記載例（7面）のほか、希望講座番号
を記入し、学芸課へ。※はがき1枚につき1名、複数回への申し込み可
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

～ 落合の洋館を訪ねて ～

講座
番号 日にち 演　題（仮題） 講　　師

① 10 / 6（土）  林芙美子と東京放浪  橋本由起子（江戸東京博物館　学芸員）

② 10/13（土）  太宰治　生涯とその作品  吉永麻美（太宰治文学サロン　学芸員）

③ 10/20（土）  生誕140年　島崎藤村  鎌田邦義（神奈川近代文学館　展示課長代理）

④ 10/27（土）  芥川龍之介の鎌倉時代  小田島一弘（鎌倉文学館　課長）

⑤ 11/3（土・祝） 夏目漱石と木曜会  石﨑等（元立教大学教授）

「新宿ゆかりの文学者たち」  第4回  歴史・文化探訪

日中国交正常化40周年

「徳川将軍家の菩提寺
 　　  ― 芝増上寺」

「中国  王朝の至宝」関連文化講演会

歴 史
講 座

落合の追憶第3回

スポーツを
　　　好きになろう!
　運動が苦手な子、体型が気になる子の
スポーツプログラムです。
日時: 現在開催中～平成25年2月23日の
土曜日　9時～10時30分　9月8日時点で
残り19回　※近日では9月8日・15日（チ
アリーディング）実施予定　
会場: コズミックセンター　
地下1階小体育室　ほか　
対象: 都内在住・在学の小学生
定員: 50名（先着順）　
※定員になり次第、申し込み締め切り　
料金: 3,800円（19回分）　
協力: 体育の家庭教師 フレンドシップ　
申込み: 往復はがきに記載例（7面）のほか、
学校名・学年・携帯電話番号（緊急連絡先）
を記入し、子ども・地域課へ。受信可能な
FAXがある場合は 03-3209-1833へ
問合せ: 子ども・地域課　
☎03-3232-5122

新宿ミュージカル講座
　　　　　　　　修了発表会
　ミュージカルが大好きで集まった仲間たちがおくる
最高のステージをご堪能ください!

　『CATS』『コーラスライン』『マンマミーア』『夢から
醒めた夢』『ムーランルージュ』など、有名なミュージ
カルナンバーなどをおりまぜたオリジナルのショーを
お楽しみください! ゲストパフォーマンスに友石竜也
氏らを招き、受講生とのコラボレーションも見どころ
です!!
日時: 9月23日（日）　14時開演（13時30分開場）
会場: 四谷区民ホール（内藤町87）　
料金: 入場無料（全席自由）　
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

　新宿・早稲田に「田んぼ」?! 早稲田大学にある小さな田んぼ「わせでん」で
大学生と一緒に秋の稲刈りと脱穀体験。収穫したお米をみんなでおいしく食べよう!! 
日時: ①10月13日（土）　13時～14時45分・②20日（土）　13時～15時・
③27日（土）　13時～15時　全3回　
会場: コズミックセンター 3階小会議室、早稲田大学 大隈庭園内「わせでん」（西早稲田1-6）、
西戸山生涯学習館 2階講習室（百人町4-7-1）　
対象: 区内在住・在学の中学生・高校生　
定員: 15名（先着順）　※定員になり次第、申し込み締め切り　料金: 全600円
協力: 早稲田大学 学生NPO「農楽塾」　申込み: 9月28日（金）必着。往復はがきに記載例（7面）
のとおり記入し、子ども・地域課へ。受信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ　
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

　ブルーシートで仮設テント作りや、ロープワーク、レジャーにも緊急時にも役立つアウトドア
の基本を、遊びをまじえながら楽しく学びましょう! 
日時: 9月23日（日）　10時～15時　※雨天中止　会場: 西落合公園少年野球場（西落合2-19）　
交通: 西武新宿線「新井薬師前駅」下車徒歩約15分、または関東バス中12「哲学堂公園下バス停」・
池11「哲学堂公園入口バス停」下車徒歩5分　
対象: 区内在住の小学生とその家族　定員: 50組100名程度　
協力: 野外教育事業所ワンパク大学、東京都キャンプ協会　
申込み: 9月9日（日）必着。往復はがきに記載例（7面）のとおり記入し、施設課へ。受信可能
なFAXがある場合は 03-3209-1833へ。または申込用紙（財団ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入し、コズミックセンター窓口へ直接お持ちください
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

自分で収穫したお米を食べよう!

西落合グラウンドキャンプ

中学生・高校生体験事業

野外活動ワークショップ

土曜日クラス

輝く笑顔と熱い思いをこめて!

目白ヶ丘教会（国登録有形文化財）
『跪射俑』 秦時代・陝西省・
秦始皇帝陵博物院蔵

台徳院霊廟惣門

昨年度の発表会のようす
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子ども

　
歴 史

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
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.ex-waseda.jp/
http://open.gakushuin.ac.jp/
mailto:info@kijin.com


広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

平成24年9月27日(木)
◎最近の墓地事情
　 ～ 樹木墓・合同墓・墓所の改葬（引っ越し）

　お 話：株式会社 彩 石　取締役　野村 建郎　　　　　 

会場は15席位、席の予約はお電話で

午後2時～午後3時
セミナー

〒169-0073  東京都新宿区百人町2-21-1
TEL 0120-556-847  FAX 03-3361-4460
電子メール  k-info@koueisha.co.jp

♪ マンツーマンでお好きな曲を
♪ 新宿御苑前駅から１分

 大人のための
ピアノレッスン

入会金  3,000円
月　謝  6,000円（税込） ～

新宿区新宿2-1-7 3F　☎03（3225）4757

外
苑
東
通
り弁
天
町
交
差
点

明
治
通
り

馬場口 
ここ!

穴八幡宮

諏訪町

ガソリンスタンド
ブックオフ東西線早稲田駅

1番出口

馬
場
下
町

早稲田通り

〒 新宿北郵便局
副都心線
西早稲田駅3番出口

相続・遺言無料相談会
個別に開催! ご予約ください!
９月17日（月・祝）  20日（木）  25日（火）
①12:30～14:00  ②14:00～15:30
③15:30～17:00  ④17:00～18:30
東京都相続遺言相談サポート
☎0120-50-4113 平日10時～18時
新宿区弁天町1７7番地9 アクティブビル
（東西線早稲田駅１番出口徒歩５分）

 相続・遺言無料相談会 追加連絡!!          
         ９月30日（日）  12:30～18:30
 新宿コズミックセンター 小会議室 でも 開催

申込先・記載例（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

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

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

日時: ①10月7日（日）・②17日（水）　各日とも9時30分～12時30分、同内容　
主なコース（予定）: 多武峯内藤神社→於岩稲荷田宮神社→勝興寺→
須賀神社→愛染院→西念寺→迎賓館  ほか
解説: 江戸東京ガイドの会　
対象・定員: どなたでも　各日30名（多数抽選、各日最少催行10名）
※10月3日（水）までに当選者にのみご案内を発送します　
料金: 400円　申込み締切: 9月25日（火）必着

日時: 10月21日（日）　10時30分～12時30分　
対象・定員: どなたでも  30名（多数抽選、最少催行20名）　
※10月12日（金）までに当選者にのみご案内を発送します　
料金: 400円　申込み締切: 10月3日（水）必着　

日時: 10月28日（日）  【午前の回】 10時～12時30分  【午後の回】 13時30分～16時  ※各回同内容
定員: 各回50名（多数抽選）　※定員に満たない場合は、ツアーを中止することがあります　
※9月28日（金）までに当選者にのみご案内を発送します　※未就学児の参加不可　
料金: 1,000円　申込み締切: 9月17日（月・祝）必着

　新宿通りを一歩入ると、そこは江戸から続く、ゆったりとした時間が流れる閑静な路地と横丁。
東京の街中に残された江戸の名残りを、寺町をめぐりながら訪ねます。

大新宿区まつり「ふれあいフェスタ2012」提携

神楽坂まち飛びフェスタ2012提携

　近年、注目を浴びる「新大久保」! メディアではなかなか紹介
されない、まちの「今」と「昔」をひも解くまち歩きツアーに出か
けてみませんか。　

　神楽坂ゆかりの伝統芸能の息
い ぶ き

吹にふれながら、まちの歴史をひもとく
ちょっと贅

ぜ い た く

沢なまち歩きツアーに出かけてみませんか。

おすすめポイント
◎  世界一の繁華街「歌舞伎町」に鎮座している稲荷鬼王神社など

をめぐり、大久保のまちを再発見できます。
◎  大新宿区まつり「ふれあいフェスタ2012」にて、大久保ゆか

りの「鉄砲組百人隊」（写真）の勇壮なステージが楽しめます。

おすすめポイント
◎  新内節鶴賀流師範 鶴賀伊勢次郎氏による艶

つ や

と哀調を帯びた粋な旋律を楽しみます。
◎  ベテランガイドが、坂道、横丁、石畳など、粋なまち「神楽坂」をご案内します。

新宿まち歩きガイドツアー

秋の四谷寺町散策1

話題のまち 新大久保を歩く2

三味線の音が響く粋なまち 
神楽坂横丁めぐりツアー
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　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、みんなで一緒に楽しい日曜日を過ご
しています。あなたの得意なことを活かしてみませんか？ 
　※体験期間を経てからのボランティア登録になります

～ スポーツ・料理・美術・工芸など得意なことを活かしてみませんか ～

知的障がいをお持ちの方のための余暇活動支援
新宿青年教室・支援ボランティア募集 !

活動期間: 開催中～平成25年3月   【青空クラブ】（30歳未満の方対象）  第2・4日曜日
　　　　   【仲良しクラブ】（30歳以上の方対象）　第1・3日曜日　
　　　　   ※両クラブとも9時30分～15時30分
活動場所: 新宿青年教室（旧淀橋第二中学校、西新宿4-35-28）　
申込み: 電話かFAX（ 03-3209-1833）で学習・スポーツ課へ
            ※申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　☎03-3232-5121

　東新宿に位置する新宿文化センターは、1802席
の大ホールをはじめ、小ホール、展示室、会議室

（全6室）などを備えており、クラシックコンサート、
発表会、演劇、作品展示や研修、会議など、さまざまな目的に広く利用されています。
和会議室で毎月行われる「落語 in 和室」や入場無料の「ランチタイムコンサート」、
恒例の「国際都市新宿・踊りの祭典」「新宿文化寄席」「新春 名作狂言の会」など、
一年中イベントが盛りだくさんです。

所在地: 新宿6-14-1　開館時間: 9時～22時　
休館日: 原則、毎月第2火曜日、年末年始（12月29日～1月3日）　
※このほか、設備点検のための臨時休館日あり　
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」下車徒歩約7分、
東京メトロ副都心線・丸ノ内線・都営地下鉄新宿線「新宿三丁目駅」下車徒歩約10分、
JRほか各線「新宿駅」下車徒歩約15分
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

レ    ガ    ス    の Vol.1 

新企画

新企画

レ  ガ  ス  の新企画 R

大久保スポーツプラザ
大久保3-7-42 ☎03-000-0000

レ  ガ  ス  の

Vol.1 

R新企画

休館日変更
のお知らせ

　9月の新宿文化センターは、公演スケジュールの都合により
　25日（火）が休館日となります。
　なお、本来の休館日 11日（火）は開館します。

日時: 11月8日（木）　15時～20時30分（予定）　
※雨天決行。ただし、台風や荒天などによりツアーの安全性が確保できない
　場合、または「桂  歌丸　三遊亭円楽  夢の二人会」が中止となった場合は、
　当ツアーも中止します
定員: 30名（多数抽選）／20歳以上
※9月26日（水）までに当選者にのみご案内を発送します
料金: 4,000円　
申込み: 9月19日（水）必着。郵便はがき（50円）もしくはFAX（ 03-3359-5036）か
Eメール（ kanko@regasu-shinjuku.or.jp）に記載例（下記）の項目を記入し、観光課へ
問合せ: 観光課　☎03-3359-3729

おすすめポイント
◎ 初めての人でも安心・古典芸能「落語」のミニレクチャー付き
◎  江戸時代にタイムスリップ! 落語の舞台に繰り出そう（ガイド付きまち歩き）
◎  ツアー最後には「桂  歌丸　三遊亭円楽  夢の二人会」を満喫（S席鑑賞チケット・茶菓付き）
　 ※座席は当方で指定した位置です

落語でさんぽ 
　　～ 江戸の粋

い き

な遊びを楽しむ ～
　300年以上の歴史を持つ落語を通して「江戸」の暮らしが見えてくる?!  
大人の粋な遊びを体験してみませんか?

申込み: それぞれ申込み締切り日までに、郵便はがき（50円）もしくはFAX
（ 03-3359-5036）かＥメール（ kanko@regasu-shinjuku.or.jp）に記

載例（下記）の項目のほか、1  は希望日、3  は希望時間（ある場合のみ）を記入し、観光課へ
主催・問合せ: 新宿まち歩きガイド運営協議会　事務局（観光課内）　☎03-3359-3729

1 2 3 共通

毎月20日は
ロビコン・デー

!

前回のようす

鉄砲組百人隊

第五回 新宿文化寄席

 桂 歌丸　三遊亭円楽 夢の二人会

鑑賞チ
ケット付

き

THE  新内節
ミニライブ付き

新宿文化センター

時間: 12時～13時　
会場: コズミックセンター　1階ロビー
曲目: 映画『ニュー・シネマ・パラダイス』より「モリコーネ」、
　　　シュライナー『だんだん小さく』　ほか
　　   ※曲目は変更になる場合があります
対象: どなたでも　
協力: 株式会社 ソナーレ
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください　
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

食欲の秋？ 芸術の秋？ 今年は音楽の秋! 
～ クラリネットとピアノの二重奏 ～

9月のコズミックセンターロビーコンサート

　ゆったりとしたクラシック音楽を聴きながら、
優雅なひと時をお過ごしください。
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観 光 お知らせ

掲載申込：財団Web

mailto:kanko@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:kanko@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:k-info@koueisha.co.jp


コズミックセンター　10日（月） ／ 大久保スポーツプラザ　18日（火） ／ 新宿歴史博物館　10日・24日（ともに月曜日） ／ 林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館　3日（月）・
10日（月）・18日（火）・24日（月） ／ 新宿文化センター　25日（火） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉　10日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉　24日（月）

   窓口購入　 ※休館日を除く
①新宿文化センター　　9時～19時
②コズミックセンター　9時～19時
③新宿歴史博物館　　　9時30分～17時
お支払方法：いずれも現金のみ
　電話予約
①新宿文化センター　☎03-3350-1141
　受付時間：9時～19時（休館日を除く）
②チケットぴあ　☎0570-02-9999
※音声案内に従い、希望公演のPコードを入力してください
※お取り扱いのない公演もあります
　インターネット予約
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-
shinjukuc/reserve/gin_init

　　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。

※窓口販売開始日の翌日10時からご利用いただけます
※チケットの郵送をご希望の場合は、公演3週間前ま
でにご予約ください

※インターネットでのご予約・ご購入には、会員登録（無
料）が必要です

　お支払い方法（窓口購入以外の場合）
ご予約後1週間以内に、次のいずれかの方法でお支払いくだ
さい。
①窓口引換
　新宿文化センター窓口にお越しください。
②郵便振替
　ご予約後、下記のゆうちょ銀行口座にチケット代と送料
（80円）をお振り込みください。また、ご入金の際、郵便局
備え付けの青色の振込用紙に「予約済み公演名、枚数、席
種、予約者の住所・氏名・電話番号」を明記してください。
入金確認後、チケットを発送します。
※振込手数料はお客様のご負担となります

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

③ネットバンキング
　インターネット予約の場合のみ、ネットバンキングでのお
支払い（マルチペイメントサービス）が可能です。
　※ご利用には、会員登録（無料）が必要です
　※別途手数料（予約1件につき150円～300円）が加算
　　されます
　※入金確認からチケット発送までに約1～2週間かかり
　ます。お早めにご入金ください

●区民割引を窓口で購入される際は、住所
のわかる公的機関発行の証明書（運転免
許証・健康保険証など）をお持ちください。

　※証明書1通で4枚まで購入可。詳しくは
　財団ホームページをご参照ください

●電話予約では、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。

●車椅子用の鑑賞席は、新宿文化センターで
お求めください。

　※枚数限定。電話予約のみ
●特定の公演以外では、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、お一人様1枚必要です。

●出演者、曲目、演目などは、さまざまな事
情により変更となる場合があります。

●公演中止の場合以外はチケット代の払い戻
しはいたしません。また、紛失の場合も再
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

購入の際のお願い
広告のお問い合わせは、
直接各ご連絡先まで。

 TEL.03-5777-8600
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/

損保ジャパン

損保ジャパン東郷青児美術館
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階
美術館利用案内   ハローダイヤル

今月お届けする文化イベント

̶ 写実と幻想の系譜 ̶

ジェームズ・アンソール 《陰謀》（部分） 1890年
Lukas-Art in Flanders vzw / KMSKA

▶月曜日休館（ただし、9月17日、10月1日・8日は開館）
▶午前10時～午後6時（金曜日は午後8時まで）

 　2012年9月8日土～11月11日日

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
王
立
美
術
館
所
蔵 

開 催 間 近 !

好 評 販 売 中 !

　毎回多彩な噺
はなし

で落語の楽しみをお届けします。初心者の方から
通
つ う

の方まで、どなたでもお楽しみいただけます。寄席が初めての方もお気軽にお越しください。

昔昔亭桃之助
（9月21日出演）

昔昔亭A太郎
（10月8日出演）

落語 in 和室

あります!　
おトクな共通回数券

※いずれの公演も未就学児の入場不可　
※各公演の開場時間は、開演の30分前です　
※曲目および出演者は変更になる場合があります　
※入場券の購入など詳細は、主催公演入場券購入方法（下段）をご覧ください　

　津軽三味線と和楽器の名手たちが新宿に大集結！ 
　激しくも繊細な“日本の新しい伝統音楽”がここからはじまる！

　「世界ふれあい街歩き」BGMほか収録のサントラ集『Merged Images Ⅲ』
が9/10発売決定!  当日会場で先行販売します。どうぞお楽しみに！

　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団がお贈
りする、ゲーム音楽のコンサートです。心が躍る曲
の数々をオーケストラの演奏でお楽しみください! 

　『夢の途中（映画『セーラー服と機関銃』主題歌）』『シルエット･ロマンス』
『セカンド・ラブ』など、数々の名曲を世に送り出してきた来生たかおの
クリスマス・スペシャルライブが、今年も新宿文化センターで開催! 
　胸に響く透き通る歌声と、クリスマスならではの豪華なステージをお楽
しみください。

　豪華夢の二人会。テレビでは見ることのできない、本格的な
落語をたっぷりとご堪能ください!

第五回  新宿文化寄席

時間: いずれも10時30分開演（10時開場）　入場料: 各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

大久保スポーツプラザ 〈毎月第1月曜日〉
日にち: 10月8日（祝）※10月のみ第2月曜日の開催です　
会場: 3階和室　問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

新宿文化センター 〈毎月第3金曜日〉
日にち: 9月21日、10月19日　会場:  4階和会議室　
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

早島万紀子オルガンリサイタル
『セザール・フランクの祈り』

京谷弘司タンゴトリオ
『The tango comes back!』

吉田兄弟  『和の祭典』

『桂  歌丸　三遊亭円楽  夢の二人会』

時間: 18時30分開演（18時開場）　会場: 小ホール　
出演: 村井秀清（ピアノ）　土井孝幸（ウッドベース）　宮崎隆睦（サックス）　
　　　大槻“KALTA”英宣（ドラム）
曲目: 「世界ふれあい街歩き」メインテーマ、NHKジャーナルテーマ曲『Good 
News,Good Luck』 ほか　入場料: 全席自由　一般3,500円、区民割引 3,000円　
※開場18時に、入場券に記載されている整理番号順でご入場いただきます

毎月2回のお楽しみ!!

未来の名人候補が続々出演! 

時間: 19時開演　会場: 大ホール　出演: 早島万紀子（パイプオルガン）
曲目: セザール・フランク『交響的大作』『祈り』　ほか　
入場料: 全席自由　一般2,000円、区民割引 1,000円

時間: 15時開演　会場: 小ホール　出演: 京谷弘司（バンド
ネオン）　会田桃子（ヴァイオリン）　淡路七穂子（ピアノ）　
曲目: 『パリのカナロ』『荒城の月』『リベルタンゴ』　ほか　
入場料: 全席自由　一般3,500円、区民割引 3,000円　

時間: 17時30分開演　会場: 大ホール　
出演: 【吉田兄弟】（津軽三味線） 吉田良一郎　吉田健一　

【WASABI】 吉田良一郎（津軽三味線）  元永拓（尺八）  美鵬直三朗（太鼓・鳴り物）  市川慎（箏・十七絃）
【疾

は や て

風】（津軽三味線） 吉田健一  永村幸治　匹田大智　葛西頼之　白田路明　
入場料: 全席指定　一般5,000円、区民割引 4,000円（区民割引は限定300枚を新宿文化セン
ターで販売）　購入: （株）東京音協　☎03-5774-3030（平日10時〜17時30分）  【プレイガイド】 
▶チケットぴあ ☎0570-02-9999 ［Pコード: 176-329］  ▶ローソンチケット ☎0570-084-003 

［Ｌコード: 36951］  ▶イープラス http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］　※コズミックセン
ター・新宿歴史博物館窓口およびインターネット予約でのチケット取り扱いはありません。「区民
割引」については、文化交流課までお問い合わせください　
共同主催: （株）ケイアールケイ　協力: （株）東京音協

時間: 14時開演（13時30分開場）　会場: 大ホール
出演: 井田勝大（指揮）　東京シティ・フィルハーモニック管
弦楽団（管弦楽）
曲目: 組曲『ドラゴン・クエストⅢ』　ほか　
※曲目は変更になることがあります　
入場料: 全指定席　S席5,000円、A席4,000円　Ｂ席3,000円、
子ども（小中学生）料金半額　※未就学児の入場不可
購入: 9月20日（木）　10時〜　イープラス http://eplus.jp ［PC・携帯電話共通］ にて発売予定　
共同主催: 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
問合せ: 東京シティ・フィル・チケットサービス　☎03-5624-4002   文化交流課　☎03-3350-1141

時間: 19時開演　会場: 大ホール　
出演: 桂 歌丸　三遊亭円楽　春風亭昇々　
入場料: 全席指定　S席4,000円、S席区民割引 3,500円、
A席3,000円　

　若手サクソフォーン・カルテットがお届けする東洋音楽の魅力。

9・10月の開催

区 民 招 待 の ご 案 内
オーケストラアンサンブル豊島 第12回定期演奏会
日時: 9月30日（日）　14時開演（13時20分開場）　※未就学児の入場不可
会場: 新宿文化センター　大ホール　曲目: シューベルト「交響曲第7番『未完成』」、ベートーヴェ
ン「交響曲第3番『英雄』」　ほか　申込み: 9月20日（木）必着。財団ホームページに掲載の専用応募
フォームからご応募いただくか、または郵便はがき（50円）に公演名、希望人数（1通につき2名ま
で）、郵便番号・住所、氏名、電話番号を記入し、文化交流課へ。結果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　☎03-3350-1141

☆200名様ご招待

10／12
（金）

H25
1／20
（日）

10／20
（土）

 11／3
（土・祝）

 11／8
（木）

9／8
（土）

村井秀清
～ Merged Images Live 2012 ～

10／4
（木）

時間:12時15分開演（12時開場）　※途中入退場自由　
会場: 大ホール　出演: わびすけカルテット　
曲目: 山田耕筰作曲『赤とんぼ』、M.バラキレフ作曲『東洋風幻想曲イスラメイ』  
ほか　※曲目は変更になる場合があります　
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください　※3歳未満の入場不可　
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

時間: 17時開演（16時30分開場）　会場: 大ホール　出演: 来生たかお
入場料: 全席指定　S席6,800円、A席5,000円　※未就学児の入場不可
購入: 新宿文化センター窓口（休館日を除く9時〜19時）　※枚数限定販売

【プレイガイド】 ▶ちけっとぽーと　☎03-5561-9001（平日10時〜18時）  
　▶チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：175-732］  
　▶ローソンチケット　☎0570-000-777 ［Ｌコード：74212］  
　▶CNプレイガイド　☎0570-08-9999  
　▶イープラス　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］  
　▶労音府中センター　☎042-334-8471　
共同主催: ちけっとぽーと　
問合せ: ちけっとぽーと　☎03-5561-9001（平日10時〜18時）　文化交流課　☎03-3350-1141

第109回 ランチタイムコンサート
～ 神秘と魅惑のオリエント ～

『Stand Alone 2012 ～ Christmas Color ～』
当日券あり

来 生 た か お 

東京シティ・フィル　《ゲーム音楽》コンサート

区民割引あり

区民割引あり

区民割引あり

区民割引あり

区民割引あり

©木之下 晃

来生たかお

丸場慶人

12／16
（日）

新宿文化センター ほか
9月8日 土
チケット 販 売 開 始

9時～

8 9月の休館日の
お 知 ら せ

9 5
第43号

新宿文化センター主催公演のご案内
問合せ:  文化交流課（新宿文化センター内）　☎03-3350-1141

芸 術

月 日号
平成24年9月5日

http://eplus.jp/
http://eplus.jp/
http://eplus.jp/
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/
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