
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

区民割引
 あり

日時: 11月10日（土）　14時～16時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂（三栄町22）
講師: 株式会社 新宿高野　4代目社長 髙野吉太郎（東京商工会議所新宿支部会長）
定員: 60名（多数抽選）
料金: 無料　※ただし、協働企画展の半券が必要です
申込み: 10月25日（木）必着。往復はがきに記載例（11面）のとおり記入
し、学芸課へ　※はがき1枚につき1名のみ

　株式会社 新宿高野は、明治18（1885）年、現在の
新宿駅ビルあたりに、繭仲買・中古道具を本業、果
実を副業とする商店として創業された、新宿を代表す
る企業です。新宿と共に発展してきた、新宿高野の
127年にも及ぶ歴史に関する講演会です。

新宿と共に創業127年
新宿高野の歩みとこだわり

新宿高野の社長が講演!

会場: 新宿歴史博物館　地下1階企画展示室（三栄町22）
開館時間: 9時30分～17時30分（入館は17時まで）　
※会期中、毎週金曜日は20時（入館19時30分）まで開館
休館日: 第2・4月曜日　※ただし、12月24日（月・振休）は開館
料金: 一般300円（常設展とのセット券は500円）、中学生以下無料　
※団体（20名以上）で入館の場合1名150円（半額）
主催: 公益財団法人新宿未来創造財団、東京商工会議所新宿支部
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

新宿高野マッチラベル
（新宿歴史博物館蔵）

伊勢丹開店記念ジグソーパズル
（新宿歴史博物館蔵）

新宿歴史博物館 協働企画展

　創立50周年を迎えた東京商工会議所新宿支部と
の協働企画です。
　4,000社を超える会員企業のうち、役員企業15社
の創業当時からの歴史を感じさせるゆかりの品々を中
心に、写真・チラシ・道具類など約80点の所蔵資
料を展示します。

　新春を彩
いろど

る毎年恒例の本会。狂言界の頂点に立つ茂山・野村の御両家が一堂に会し、新年を寿
ことほ

ぎます!

10/11（木）  9時〜  新宿文化センター窓口でチケット販売開始！

新春名作狂言の会
時間: 19時開演（18時30分開場）
会場: 新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）
出演: 茂山千五郎　茂山正邦　茂山茂　
　　　野村万作（人間国宝）　野村萬斎　石田幸雄　
　　　深田博治　高野和憲　月崎晴夫　ほか
演目: 茂山正邦・野村萬斎によるトーク、『蚊

か

相
ず

撲
もう

』 『柑
こう

子
じ

』 『茸
くさびら

』
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、B席2,000円　
※未就学児の入場不可
購入: 【窓口販売】 10月11日（木）〈発売初日〉 9時～　新宿文化センターのみ 
12日（金）　9時～　コズミックセンター ／ 9時30分～　新宿歴史博物館　

【電話予約】 10月12日（金）  9時～　☎03-3350-1141（新宿文化センター）　
【インターネット予約】 10月12日（金）  10時～　www.regasu-shinjuku.or.jp　
※主催公演入場券購入方法（12面）参照　

【プレイガイド】 10月12日（金）　10時～　
チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：424-100］

開催期間: 10月27日（土）～平成25年1月27日（日）
会場: 新宿歴史博物館　1階れきはくギャラリー
開館時間: 9時30分～17時30分　
※会期中、毎週金曜日は20時まで開館
休館日: 第2・4月曜日　
※ただし、祝日・休日の場合は開館し翌日休館

オリンピックソノシート
（新宿歴史博物館蔵）

　昭和39年に開催された東京オリンピックに関する
写真、ポスター、記念品などを展示します。

新宿を支える
企業の歴史

協働企画展
記念講演会

問合せ: 学芸課 ☎03-3359-2131

問合せ: 文化交流課 
☎03-3350-1141

オリンピック招致関連写真展
「もう一度 ! 東京オリンピック」

東京商工会議所 新宿支部　創立 50 周年

れきはくギャラリー

10月27日（土）～12月24日（月・振休）

※このマークが付いたイベントなどは、新宿フィールドミュージアム〈ＳＦM〉
　の対象事業です。詳細は、区内施設等で配布中のパンフレットをご覧ください

詳しくは、2・3 面へ ⇒
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会 場 コズミックセンター（大久保3-1-2）
新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）
都立戸山公園（下図参照）　スポレクはスポーツ & レクリエーションのEXPO! 当日は、家族みんなで楽しめるイベントアトラ

クション・プログラムが満載です! ぜひご家族ご一緒にお越しください! また、体験プログラム終了後、
コズミックセンター（プール、武道場、弓道場）、スポーツセンター（プール、トレーニング室）を閉館時
間まで無料開放します。詳しくは、区内公共施設などで配布中のパンフレットをご覧ください。

場　　所 プログラム名 実施団体 時間など

5階
多目的コート 風と一緒に走ろう!ローラースポーツ 新宿区ローラースポーツ連盟 9:30～15:10　

※スケート靴・ヘルメット持参

洋弓場 アーチェリー
体験コーナー

新宿区アーチェリー協会

①10:00～12:00　②13:00～15:00

スポーツ講習会
①10:00～10:30　②11:00～11:30 
③13:00～13:30　④14:00～14:30 
⑤15:00～15:30

4階 第二武道場
なぎなた体験会 新宿区なぎなた連盟 9:30～12:00
カポエィラ体験教室 NPO法人カポエィラ・テンポ 13:30～15:00

3階

小体育室 ①ズバリ! あなたの体力レベルは?!
②ディスクドッヂで目指せ東京国体!! 新宿区スポーツ推進委員協議会 9:30～16:00

第一武道場 挑戦!サムライスポーツチャンバラ 新宿区スポーツチャンバラ協会 ①10:00～12:00　②13:00～15:00

大体育室

バドミントン①ワンポイントレッスン
　　　　　　②親子ペアによる交流大会 新宿区バドミントン連盟 9:30～12:30

あそんで発見!! ブラインドサッカー 日本ブラインドサッカー協会 9:30～12:30
ソフトバレーボール 新宿区バレーボール連盟 13:00～16:00

2階

小会議室
消費者講座 「足に合った靴の選び方」 アキレス（株） 10:00～12:30　
親子で楽しむスポーツ栄養講座 （株）Food Connection 14:00～15:00

大会議室 骨密度測定、血管年齢チェック NPO法人日本治験推進機構（JCPO） 10:00～16:00

ロビー
健康第一　ビネガードリンクを! タマノイ酢（株） 9:30～16:00
体脂肪測定 新宿スポーツセンター 10:00～16:00

スタジオ（Ｓ）
体験レッスン  ピラティス（定員30名）

新宿スポーツセンター
13:00～13:45 （受付12:00～）

体験レッスン  BFSキック（定員25名） 14:30～15:15 （受付13:30～）
体験レッスン  BFSパワー（定員30名） 15:30～16:15 （受付14:30～）

スタジオ（Ａ）
体験レッスン  クラシックバレエ（定員20名）

新宿スポーツセンター
11:00～12:15 （受付10:00～）

体験レッスン  zumba（定員30名） 14:00～14:45 （受付13:00～）

トレーニング室 無料開放

1階

玄関前

1万歩体験ウォーキング NPO法人新宿区ウオーキング協会 9:00集合　9:30～
子どもチアリーディング レガスチアリーディングクラブ 10:00～10:15
カポエィラパフォーマンス NPO法人カポエィラ・テンポ 13:00～13:15
太極拳の表演 蕾

ら

心
み

タイチ 13:45～14:00

新宿人 on ステージ 〔屋外ライブ〕
①ブラジリアンサロンダンス　Jimmy do Japao
②ダンスパフォーマンス　新宿JAZZ軍団 第一部
③江戸の伝統芸かっぽれ　かっぽれ新宿駒乃会
④ダンスパフォーマンス　新宿JAZZ軍団 第二部

①11:15～11:45
②11:45～12:00
③13:15～13:45
④14:45～15:00

2020年 東京オリンピック・
　　　パラリンピック招致「紙芝居」上演

東京2020オリンピック・パラリンピック
　　　　　　　　　　　　　　　招致委員会 14:00～14:15

ロビー

ファミリーマート協賛セール （株）ファミリーマート新宿スポーツセンター店 9:30～16:30
新宿シルバー手づくり物品販売 （公社）新宿区シルバー人材センター 9:30～16:00
マイ箸作り体験 群馬県沼田市観光交流課 10:00～16:00
ふらっと新宿 （産直野菜、えか野菜の販売） （公財）新宿区勤労者・仕事支援センター 11:00～　（なくなり次第終了）

プール 心肺蘇生体験
新宿スポーツセンター

①10:55～　②14:55～

幼児体育室 終日無料開放
イベントラリー

ゴール景品交換所

都 立 戸 山 公 園 会 場

新宿スポーツセンター会場

場　　所 プログラム名 実施団体 時間など

ジョギング広場B 駅伝を体験しよう　※小学生対象 新宿区陸上競技協会 9:30～12:00

芝生ひろば ノルディックウォーキング体験会 ノルディックウォーキングイースト ①10:30～　②13:30～

戸山多目的運動広場A面 「グラウンド・ゴルフ」体験 新宿区グラウンド・ゴルフ協会 9:30～14:30

戸山多目的運動広場B面 ゲートボール体験会 新宿区ゲートボール協会 9:30～12:00

プールは
終日無料
開放です

　マークがついているイベントラリー対象イベントに参加して
シールを５つ集めると、素敵なプレゼントがもらえます。

10月8日

体育の日

早稲田通り

諏訪通り

大久保通り明
治
通
り

戸山公園

新宿スポーツセンター

コズミック
センター 戸山公園

戸山多目的運動広場

戸山公園

新宿スポーツセンター

コズミック
センター 戸山公園

戸山多目的運動広場
流鏑馬会場

高田馬場

新大久保

JR
山
手
線

西
武
新
宿
線

 西早稲田駅

販

販
販

体験できます　　発表をご覧ください　　販売します　　　　イベントラリー（プレゼント）対象イベント
←このマークがついたプログラムは事前申し込みが必要です（当日空きがある場合のみ参加可能です）

体
前

発 販 P

体験できます　　　　　イベントラリー（プレゼント）対象イベント体 P

体

体

体

体

※各プログラムの開始時間は変更になる場合があります。詳しくは、学習・スポーツ課（☎03-3232-5121）までお問い合わせください
※「事前申し込み制」（  　）および「プラネタリウム秋番組」以外は、どなたでも「無料」「事前申し込み不要」で参加できます
※当日、体験プログラムに参加されたい方は、動きやすい服装でお越しください
※会場へはヒールなど、くつ底の固いものでは入場できません
※安全のため、各イベントの指導員の指示に従い、十分に気をつけてご参加ください。
　利用者の不注意によるケガなどは各自の責任となります
※ペットを連れてのイベント参加はできません
※屋内プログラムに参加する方は、上履きをご用意ください
※プールプログラムに参加する方は、水着・水泳帽などをご用意ください
※各会場へは公共交通機関をご利用ください。当日、各施設の駐車場は使用できません
※貴重品の管理は各自の責任で行ってください
※「要事前申し込み」および「定員」のあるプログラムについては、受付で入場制限をさせて
　いただく場合があります
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場　　所 プログラム名 実施団体 時間など

8階 プラネタリウム
プラネタリウム秋番組
ケプラーの『夢』と秋の星空（各回約50分） （公財）新宿未来創造財団 ①10:30～　②13:30～　③14:50～

料金: 300円（中学生以下無料）  ※途中入退場不可

2020年 東京オリンピック・パラリンピック
　　　　　  招致「紙芝居」投影（定員140名）

東京2020オリンピック・パラリンピック
　　　　　　　　　　　　　　　招致委員会 11:45～12:15 （受付11:30～）

3階
大会議室 ダーツにチャレンジ 新宿ダーツアミティ 10:00～16:00

小会議室 はじめての健康麻雀教室（定員24名）
（公財）新宿未来創造財団

10:00～12:00
健康麻雀体験コーナー 13:00～16:00　※途中入退場自由

2階

大体育室ステージ 子どもチアリーディング レガスチアリーディングクラブ 11:00～11:15
なぎなた演武 新宿区なぎなた連盟 13:10～13:30

大体育室

東京ヴェルディ 現役選手とのふれあいタイム 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ（株） 時間未定
シュート力測定

新宿区サッカー協会フットサル委員会
9:30～16:00

フットサル体験会 17:30～18:30
新宿フットサルフェスティバル 18:50～21:30

「英語」でダブルダッチ!
キッズ英会話スポーツ教室　e-kids

①10:00～10:40　②12:50～13:30
みんなでフラッグフットボール ①11:00～12:30　②13:50～15:20
スポンジボールでエースをねらえ! 新宿区ショートテニス協会 9:30～12:30
体験、挑戦、ゲーゴルゲーム! 新宿区レクリエーション・インストラクターズクラブ 10:00～12:00
パドルテニス 新宿チャレンジスポーツ文化クラブ 13:00～16:00
コズミック大相撲ランド「スポレク場所」 放駒部屋、（公社）東京青年会議所新宿区委員会 ①11:00～12:00　②13:30～14:30
GOGO ユニカール! 新宿区ユニカール協会 9:30～16:00

多目的室 みんなで踊ろう世界のダンス（フォークダンス） 新宿区フォークダンス連盟 9:30～12:30
コドモズ・オリンピース・フリスビー 宇宙平和市オリンピースCo. 13:00～16:00

1階

玄関前
新宿人 on ステージ 〔屋外ライブ〕

① なかじまよしお with ゆかわよしまさ
② MYU（ミュー）
③ 九郎 与兵衛 
④ RACK・O（ラック・オー）
⑤ Ka2ya・K
⑥ 零
⑦ shooting star 
⑧ haru & yossy 
⑨ 万華鏡ガールズ
⑩ She’ｓ

①10:00～10:30
②10:30～11:00
③11:00～11:30
④11:30～12:00
⑤12:00～12:30
⑥12:30～13:00
⑦13:00～13:30
⑧13:30～14:00
⑨14:00～14:30
⑩14:30～15:00

花の苗無料配布 レガスガーデニングクラブ 10:30～　（なくなり次第終了）
コズミックフードスペース 9:30～16:00

弓道場 弓道色的大会　※有段者対象
新宿区弓道連盟

9:30～12:30
弓道体験会　※初心者対象 13:20～16:00　※足袋または靴下持参

ロビー

開　会　式
　区長あいさつ 9:30～
　オリンピック紙芝居上演 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 9:40～10:00
　トップアスリート対談
　　三井梨紗子選手
　　　ロンドンオリンピックシンクロナイズド
　　　 スイミング（チーム）日本代表 

10:00～10:20

　ゆりーとダンス 10:30～10:50
　気功・カンフー演武 全日本少林寺気功協会 11:05～11:20
カポエィラパフォーマンス NPO法人カポエィラ・テンポ 11:45～12:00
太極拳の表演 蕾

ら

心
み

タイチ 12:15～12:30
歌声喫茶「ともしびと歌おう」 （株）ともしび ①12:45～13:15　②14:30～15:00
護身術デモンストレーション 日本護身道協会 13:15～13:45
ノーズ・フルート（鼻笛）①ミニコンサート
　　　　　　　　　　 ②ミニ講習会 モスリン（プロ鼻笛演奏家） ①13:45～14:15

②15:15～15:45
ヤマザキパン（パン・おにぎり・中華まんなど） 山崎製パン（株） 杉並工場

9:30～16:00
ふらっと新宿 （公財）新宿区勤労者・仕事支援センター
タリーズコーヒー タリーズコーヒージャパン（株） 早大理工店
若狭町特産品販売 福井県若狭町

第一武道場 古式太極拳体験会 日本太極拳法一楽庵（新宿水江会） 9:30～12:00
見て・ためして・役に立つ護身術体験会 日本護身道協会 ①14:00～15:00　②15:10～16:00

第二武道場
気功・カンフー体験 全日本少林寺気功協会 ①10:00～11:00　②11:30～12:30
レガスポ! 体験「岡田由記子先生の骨盤体操」

（公財）新宿未来創造財団
13:30～14:30　 ※受付：15分前から

　定員各45名（先着順）レガスポ! 体験「ワカバ先生のヨーガ」 15:00～16:00

コズミックセンター会場

場　　所 プログラム名 実施団体 時間など

B1
階

プール プールで浮き♪浮き♪
　　　　※水着・水泳帽持参

新宿区水泳連盟

★三井梨紗子選手による特別イベント  10:40～11:00（予定）
  9:30～15:30　【自由遊泳】 【自由ウォーキング】 ※特別イベント中は利用できません
  9:30～10:30　【浮き浮きワンダーランド】（10m以上泳げる小学生）
11:00～12:00　【親子で水遊び】（オムツのとれた幼児と保護者）　
　　　　　　　　【水中ウォーキング】　
12:00～13:00　【飛び込み 初級編】（25m以上泳げる小学生以上）　
12:00～13:30　【日本泳法 入門編】（25m以上泳げる小学生以上） 
13:10～14:20　【泳法別教室・背泳ぎまたは平泳ぎ】（小学生以上）　
14:00～15:30　【ビデオクリニック】（小学生以上） 
14:20～15:30　【泳法別教室・クロールまたはバタフライ】（小学生以上）

多目的広場 コアトレーニングバレエ 法元美都子
　　　　バレエスタジオ

①児童科（4歳～未就学児）　 10:00～10:45　（定員15名）
②初等科A（小1～小3）　　　11:30～12:30　（定員15名）
③初等科B（小4～中1）　　　14:00～15:00　（定員15名）
④フロアーバー（中2～成人） 15:15～16:00　（定員30名）

幼児体育室 終日無料開放 未就学児のみ

小体育室
チャレンジ輪投げ 新宿区青少年団体連合会 9:30～15:00
3B体操　新宿いきいき体操 3B体操・新宿 10:00～16:00

ロビー ドナルドのドナレッチ 日本マクドナルド（株） ①11:00～　②14:00～

「スポーツ祭2013」
の公式キャラクタ
ー『ゆりーと』が
キュートに踊る!

白熱のエキシビ
ジョンマッチな
どを開催

ゴルフタイプの
ニュースポーツに
挑戦しませんか?

販

販

販
販
販

体験できます　　発表をご覧ください　　販売します　　　　イベントラリー対象イベント
←このマークがついたプログラムは事前申し込みが必要です（当日空きがある場合のみ参加可能です）

体
前

発 販 P

体

体

体
体

体

前

P

P

P

P

P

体 P
体 P
体 P
体 P
体 P

体
発
発

体発
発
発
発
発

発

体 P
前体

発

体 P
体
体
体
体 P

P
P
P

体 P
体 P

前体
前体 P

P

体
前体

体
体
発
発

体
前体

体 P

P

P

P

発

3

問合せ：学習・スポーツ課　☎03-3232-5121
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参加者募集!!

作品募集中!（右記囲み参照）

作品募集中!（右記囲み参照）

作品募集中!（右記囲み参照）

作品募集中!（右記囲み参照）

展示中〜10月25日（木）
生涯学習館まつり展
10月26日（金）〜11月21日（水）
新宿フィールドミュージアム

みるっく 10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

初心者向け

　スポーツ・文化グループで活動しているみなさん! スキルアップしてあなたの力を
地域で生かしてみませんか? テーマに興味がある方ならどなたでも参加できます。

テ ー マ ／ 内　容 講　師
日　時

申込み締切日

①広報チラシの作り方
広報効果を高めるための留意事項やメッセー
ジを伝えるためのキャッチコピーの考え方の
ほか、コピーを活かすチラシ全体のレイアウ
ト・デザインについて実習形式で学びます。

大工原 潤
（さいたまNPO
センター講師）

11/3（土・祝）
14:00〜17:00

10/24（水）

②事例から学ぶ事故防止
 〜 学習・スポーツの現場で
　  活かす法学の基礎 〜
学習・スポーツ指導の場で事故防止のために
注意すべき事項や事故が生じた場合の対応、
問われる指導者責任について実際の事例から
わかりやすく解説します。

日野一男
（実践女子短期大
学教授）

11/10（土）
14:00〜16:00

10/26（金）

③伝えやすい言葉と発声
 〜 心と体のストレッチ 〜
人前で話す機会の多い方、自分の声を相手に
上手に届けるための、発声方法やストレッチ
に取り組んでみませんか。背筋も心ものばし
て心身ともにはつらつと。　
※動きやすい服装でお越しください

岡田由記子
（レガスポ! 講師）

12/1（土）
13:30〜15:00

11/16（金）

会場: コズミックセンター　①②5階大研修室　③地下1階多目的広場
対象: どなたでも　
※新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者と区内在住・在勤の方優先
定員: 各30名（多数抽選）
申込み: 往復はがき、または受信可能FAXがある場合は 03-3209-1833へ記載
例（11面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ　※往復はがきで申し込む場合、1
講座ごとに1通の申し込みが必要です
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

楽譜がよめなくても大丈夫
美しい音色を楽しみましょう! 

①ノーズ・フルート（鼻笛）入門講座
　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
講師: モスリン（プロ鼻笛演奏家）
料金: 全5,000円

春が待ち遠しくなるガーデニングづくり!

③秋から春までヒミツの寄せ植え
　ガーデニングのお楽しみテクニック! 春に咲く球根
の植え付けと、春まで楽しめる草花を2層に植えるコ
ンテナ・ダブルデッカー作りをマスターしましょう。
日時: 11月9日（金）　13時30分〜15時
講師: 渡辺さくら（日本ハンギングバス
ケット協会東京支部長）　料金: 3,500円

毛糸で編む華やかなおしゃれ小物!!

②かぎ針で編む 
　おしゃれ襟巻とコサージュ
　ラメ入りのきれいな毛糸でかんたんに編める襟巻と
少しの毛糸で編めるコサージュづくりにチャレンジして
みませんか?
日時: 11月8日･22日（ともに木
曜日）　13時〜15時　全2回
講師: 中山黎子（黎アトリエ主宰）
料金: 1,600円（材料費込み）
持ち物: 7号と8号のかぎ針を
各自ご用意ください

①〜③共通

会場: ①戸山生涯学習館（戸山2-11-101）　
②③コズミックセンター　3階大会議室　
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　
①30名　②③24名（いずれも多数抽選）
申込み: ①10月15日（月）・②③10月29日（月）
必着。往復はがきに記載例（11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

新 宿 区 生 涯 学 習 フ ェ ス テ ィ バ ル文化・芸術・生涯学習
区 民 の 文 化 祭

パワーアップ講座
あなたの力をスキルアップしませんか! 

共催: 新宿区
問合せ: 学習・スポーツ課　
             ☎03-3232-5121

応募方法: 詳細は、コズミックセンター、生涯学習館、
新宿文化センターなどで配布中の募集要項をご覧くだ
さい
※ 募集要項および申込書は、財団ホームページからダ

ウンロード可
対象: 区内在住・在勤・在学の方および区内で活動して
いる方の自作・未発表作品（いずれもアマチュアに限る）

書の展
募集内容: 【小中学校の部】半紙縦書き　

【一般の部】漢字、かな、篆刻など
※両部門とも1人1点のみ
申込みと作品搬入: 10月10日（水）〜19日（金）の間に、作
品に申込書を添えて直接、コズミックセンターの窓口へ（受
付は9時〜17時）

締切間近

区内3会場に力作を展示!　　　

表彰
あり

表彰
あり

会場: 新宿文化センター展示室（新宿6-14-1）

◦絵画展 
　油絵、パステル画、水彩画、日本画、版画など、みなさ
んの自信作を展示します。
展示期間: 10月17日（水）〜21日（日）　10時〜18時（最終日は
15時まで）　※10月19日（金）は20時まで
協力: 区美術学習グループ連合会

会場: 区民ギャラリー（西新宿2-11-4）

◦書の展
　区内小中学生と一般の部（高校生以上）からそれぞれ出展さ
れた漢字、かな、篆

て ん こ く

刻、刻字、近代詩文など、さまざまな書
の作品を展示します。
展示期間: 10月24日（水）〜28日（日）　10時〜18時（最終日は
15時まで）
協力: 区書道連盟

会場: コズミックセンター（大久保3-1-2）

◦手工芸展
　陶芸、木彫、木目込み人形、刺

し

繍
しゅう

、パッチワークなど、
手づくりならではの作品を多数展示します。
※レガスものづくりクラブおよび新宿青年教室の作品も同時展示

展示期間: 11月16日（金）〜18日（日）　9時〜18時（最終日は
15時まで）

◦短歌・俳句・川柳 受賞作品展
　日々の生活の中に広がる新宿らしい風景を詠

よ

んだ受賞作品
を展示します。
　※全応募作品を収録した「作品集」を会場で配布します
展示期間: 11月16日（金）〜12月9日（日）　9時〜21時30分

◦写真展 
　光と動きをとらえた人物・景色・植物など、アイディアにあ
ふれた多彩な作品を展示します。
展示期間: 11月16日（金）〜12月9日（日）　9時〜21時30分

◦いけ花 
　新宿区花道茶道協会・花道部会員および一般公募の方が
いけた作品を展示します。
　また、展示最終日には「添え釜」（無料お茶席）も開催します。
日時: 【展示期間】11月16日（金）　11時〜18時・
          17日（土）　9時〜18時・18日（日）　9時〜16時
         【添え釜】11月18日（日）　11時〜15時　※先着100名
協力: 区花道茶道協会

■音楽・コーラスのつどい
　区内を中心に活動する合唱・合奏などの、37団
体による発表会です。美しいハーモニーとアンサン
ブルをお楽しみください。
日時: 10月20日（土）　11時〜18時　
※途中入退場自由
会場: 新宿文化センター　
大ホール（新宿6-14-1）
協力: 区合唱連盟

■邦楽のつどい
　「筝

そ う

曲
きょく

」「尺
しゃくはちがく

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
び わ

琶」「一
い ち げ ん き ん

絃琴」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、お気軽にご参
加ください!
日時: 11月11日（日）　12時開場
　   　【和楽器体験教室】12時〜13時　
　　   【演奏】13時15分〜16時15分（予定）
会場: 新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください
協力: 区邦楽三曲連盟

■吟
ぎ ん

剣
け ん

詩
し

舞
ぶ

のつどい
　吟剣詩舞は漢詩や和歌を吟じる「詩

し

吟
ぎ ん

」と、剣や扇を持って詩
吟に合わせて舞う「剣

け ん

詩
し

舞
ぶ

」が融合した日本古来の伝統芸能です。
　芸術の秋にふさわしく、“日本の魂”を揺さぶる伝統芸能に触れ
てみませんか。
日時: 11月25日（日）　
11時開演　17時終演予定
会場: 四谷区民ホール

（内藤町87）
定員: 392名
協力: 区吟剣詩舞道連盟
申込み: 不要。当日直接、
会場へお越しください

■いけ花体験教室
　新宿区花道茶道協会・花道部講師の指導のもと、花をいけま
す。初心者の方も安心してご参加いただけます。
日時: 11月18日（日）　11時〜12時・13時〜14時の1日2回
会場: コズミックセンター　1階ロビー
定員: 各14名（いずれも多数抽選）
参加料: 800円（別途花代実費）　
※当日いけた花はお持ち帰りいただけます
協力: 区花道茶道協会
申込み: 11月12日（月）必着。往復はがき・FAX（ 03-3209-
1833）で記載例（11面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ

手工芸展
募集内容: 手芸・工芸品など。1人2点まで
申込みと作品搬入: 申込書は10月19日（金）必着。作品は11
月15日（木）の15時〜17時に直接会場へ

写真展
募集内容: 自由題、サイズは最大四切（ワイド）まで。
1人2点まで
申込みと作品搬入: 10月17日（水）必着。申込書と作品（額装な
し）を直接、コズミックセンターの窓口へ（受付は9時〜17時）

いけ花（一般公募作品）
　フェスティバル開催中、みなさまからの作品を会場（コズ
ミックセンター）に展示します。
募集内容: 1人1点のみ
申込みと作品搬入: 10月28日（日）までに事前申し込みのう
え、11月15日（木）の17時〜21時もしくは16日（金）の9時
〜11時に会場で直接、いけ込んでください

飛び入り吟
ぎ ん

詠
え い

者募集!
　舞台上で吟じてみたい新宿区
在住・在勤の吟詠愛好家を当日、
会場入口で受け付けます。参加
者数などの都合により、お断り
することがありますので、ご了
承ください。

※「いけ花体験教室」以外は入場無料です

中
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学 習
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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

プラネタリウム一般公開のご案内

秋番組「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:

月 土 日

10月 8日（祝） 13日・
27日 21日

11月 ー 10日・
24日 18日

星空コンサート
～秋空に奏でるミュージカルと抒情歌の調べ～

　ディズニー映画の吹き替えやミュージカルで活躍するヴォーカリストが、星空のもとで
奏でる珠玉の名曲をお楽しみください。
日時: 11月17日（土）　13時30分開演（13時開場）
出演: 木村聡子（ヴォーカル）　染谷洸太（ヴォーカル）　長堀美佳（フルート）
　　  平林明子（ピアノ）
曲目: 『トゥナイト（ミュージカル『ウェスト・サイド物語』より）』 『愛を感じて（ミュージ
カル『ライオン・キング』より）』 『浜辺の歌』『赤とんぼ』 『ふるさと』　ほか
※曲目は変更になる場合があります
定員: 140名　※未就学児の入場不可
料金: 1,500円（全席自由）
購入: 【電話予約】 ☎03-3232-5121（学習・ス
ポーツ課）
※ 鑑賞券は、予約後1週間以内に下記窓口でお

引き換えください
【窓口購入】 コズミックセンター・新宿文化セ
ンター（ともに9時～19時）

住まいの悩みを解決する「インテリア講座」
　TVでも大活躍の、江口恵津子さんほかインテリアコーディネーターによる講座。
　実際の事例に基づく悩み解決法、サンプルを使ってインテリアの基本やカラーを学び、最後
はカーテン選びに応用する3回シリーズです。

テ ー マ 講　師 日　時

① アイデア満載、リフォームで悩み解決! 
　　～ 安心、安全、片付け上手の家 ～ 　江口恵津子 11/17（土）

10:00～12:00

② カラーはインテリアの基本! 
　　～ 失敗しないカラー選び ～ 　網村眞弓 12/1（土）

10:00～12:00

③ カーテンで省エネとお部屋のイメージチェンジ! 
　　～ 正しい窓まわり商品の選び方 ～ 　中村孝子 12/8（土）

10:00～12:00

会場: コズミックセンター　
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　各回50名（多数抽選）　
協力: 公益社団法人インテリア産業協会、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会
申込み: 11月5日（月）必着。往復はがきに記載例（11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

来て、見て、Let's Enjoy
戸山生涯学習館まつり

　戸山生涯学習館の利用団体が、日ごろの
学習の成果を披露します。縁日コーナーで
は、焼きそば、カレーライス、パンなどの販
売もあります! 

★ おもな内容 ★
【舞台発表】 歌（合唱・オペラ）、踊り（かっ
ぽれ、フラダンス、日本舞踊、ベリーダン
ス、フラメンコ）、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

【縁日コーナー】 焼きそば・カレーライス・
パン・クッキーなどの販売

【その他】 お茶席（お菓子付き）

日時: 10月20日（土）・21日（日）　両日とも
10時～16時30分
料金: お茶席300円、体験コーナーは一部有料
会場・問合せ: 戸山生涯学習館（戸山2-11-
101）　☎03-3207-1181

昨年のもよう

ゴスペルにはじまり 
オペラで終わる人生賛歌!! の集い
住吉町生涯学習館まつり

〜 第6回あけぼのフェスタ 〜
　親子で楽しめるゴスペル、陶芸、絵手紙、ダ
ンスの体験教室のほか、占い、バザー、食べ物
販売、フリーマーケットもあります。
　“芸術の秋”にふさわしくオペラや室内楽、
仏像の鑑賞などで一日お過ごしください。

★ おもな内容 ★
【展示コーナー】木彫仏像、陶芸、七宝焼
き、絵手紙、水彩画、水彩色鉛筆画、手芸

【舞台発表】 フォークダンス、中国古典舞踊、
フラダンス、太極拳、ストレッチ、社交ダン
ス、コーラス、ゴスペル、オペラ、室内楽

日時: 11月10日（土）　10時～16時30分
11日（日）　10時～16時
会場・問合せ: 住吉町生涯学習館（住吉町13-
3）　☎03-3351-6566

昨年のステージ発表

開館30周年記念イベント

北新宿生涯学習館まつり
　25団体が日ごろの学習の成果を、ご来場
のみなさまに披露します。
　体験コーナーでは肩凝

こ

りや腰痛を解消・予
防するためのヨーガレッスン、くみひも

4 4 4 4

による
オリジナルアクセサリー作り、生け花でのア
レンジメント制作、そば打ちデモ・試食もご
用意しています。

★ おもな内容 ★
【舞台発表】 合唱、民踊、フラダンス、コ
アダンス、太極拳、ハーモニカアンサンブ
ル、フォークダンス　など

【展示コーナー】 彩色水墨画、盆栽、野鳥木
彫り、書道、川柳、アレンジフラワー、絵
手紙、いけ花、ポスター　など

【体験・参加コーナー】 ヨーガレッスン、そ
ば打ち、フラワーアレンジメント体験、く
みひも制作体験　など

日時: 10月20日（土）・21日（日）　両日とも
10時～16時
料金: 体験コーナーは一部有料
会場・問合せ: 北新宿生涯学習館（北新宿3-20-
2）　☎03-3365-3541

昨年のもよう

神楽坂は、今日も大にぎわい! 
赤城生涯学習館まつり

　赤城生涯学習館で活動する団体が日ごろ
の成果を披露します。作品展示や舞台発表
のほか、食品販売もありますので、どなたで
もお気軽にお越しください。

★ おもな内容 ★
【舞台発表】 スコティッシュダンス、合唱、
小唄、ハワイアンフラ　など

【展示コーナー】 陶器、絵画、手工芸品、折
り紙　など

【その他】 カレーパンの販売、囲碁体験教室

日時: 11月10日（土）　10時～17時
11日（日）　10時～16時
会場・問合せ: 赤城生涯学習館（赤城元町1-3）　
☎03-3269-2400

牛込囃子保存会の演奏

音 楽・コーラス
子どものための合唱講座　【追加募集】

落合少年少女合唱団
歌の好きな子あつまれ!! 練習や発表会で仲間とすてきなハーモ
ニーを奏でよう! 
①10月20日～平成25年2月2日の土曜日　10時～12時／全
10回　②35名（小学1年生以上）　③落合地区小学校　④1回
300円　⑤10月11日（木）

抒情歌を歌う　【追加募集】
抒情歌を歌う会

「花」「旅愁」など、耳になじんだ日本・世界の抒情歌を楽しく歌
いましょう。丁寧な発声練習あり。男性・初心者歓迎。
①11月6日～平成25年2月19日の原則第1・3火曜日　14時
～16時／全8回　②30名（どなたでも）　③住吉町生涯学習館　
④全8,000円　⑤10月25日（木）

新宿区生涯学習館まつり
区民プロデュース事業とは、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。

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（11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

秋から新しいことを始めたり、体験したりしてみませんか? 

秋からの講座・イベント 参加者募集

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

※入場無料。ただし、一部のまつりでは有料の体験コーナーなどがあります

秋から新しいことを始めたり、体験したりしてみませんか? 

秋からの講座・イベント 参加者募集

熱い走りをパフォーマンスで盛り上げろ! 

「新宿人 on ステージ in 明治公園」出演者大募集! 
第11回 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン共催イベント
　バンド、ダンス、コント、ジャグリングなど、とにかくジャンルは問いません。大勢の観客が見守
る特設ステージをホットな空間にしてくれる、10組の熱いパフォーマーの参加をお待ちしています。
イベント開催日時: 平成25年1月27日（日）　9時30分～14時30分（予定）
会場: 明治公園特設ステージ（新宿区霞ヶ丘町、渋谷区千駄ヶ谷1丁目）

【交通】 JR総武線ほか「千駄ヶ谷駅」から徒歩5分
　　　 都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」から徒歩2分
　　　 東京メトロ銀座線「外苑前駅」から徒歩15分
申込み: 10月24日（水）必着。所定の申込用紙（財団ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項を記入のうえ、必ずデモCD
またはDVDを添えて、郵送で新宿シティハーフマラソン大会実
行委員会事務局（学習・スポーツ課）へ
※応募多数の場合は抽選を行います
※演奏時間は転換時間を含め1組30分
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

投影時間: 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の30分前です
定員: 150名（当日先着順）
購入: 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

木村聡子 染谷洸太
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←至 大久保 至 飯田橋→

卍常敬寺

牛込弁天公園

都営地下鉄
大江戸線
牛込柳町駅
東口出口

幽霊坂 林氏墓地

関孝和の墓（浄輪寺）

濟松寺

国 指 定 史 跡  「林
り ん

氏
し

墓地」の公開年に1度の特別公開

林氏墓地公開関連史跡めぐり
江戸時代の学問の跡をたどる

平成24年10月31日(水)

◎初歩のお葬式
　 ～ 家族葬・直葬に備える

　　　　　 

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

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

 

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

外
苑
東
通
り

弁
天
町

　交
差
点

ここ!
ガソリンスタンド
ブックオフ

東西線
早稲田駅
1番出口

早稲田通り

ファミリー
マート

個別に開催! ご予約ください!
10月14日（日）  25日（木）  30日（火）
①10:30～12:00  ②13:30～15:00

③15:00～16:30

◆ 遺言の書き方を教えてほしい!
◆ 遺言を書いてもらいたい人
　 （父、夫）がいる!
◆ 相続の手続きや費用が知りたい！

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）
http://souzoku-spt.com

　 

相続・遺言無料相談会

ご相談内容一例

日時: 11月2日（金）〜4日（日）
　　   いずれも10時〜15時　※いずれも同内容
会場: 国史跡林氏墓地（市谷山伏町1-15）
 　都営地下鉄大江戸線「牛込柳町駅」から徒歩５分
申込み: 不要。当日直接、会場へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

日時: 11月17日（土）　14時〜16時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 西村真紀（画家）
定員: 30名（多数抽選）
料金: 2,000円（材料費込み）
申込み: 10月23日（火）必着。往復は
がきに記載例（11面）のとおり記入し、
学芸課へ
問合せ: 学芸課　
　　　 ☎03-3359-2131

西村真紀
東京藝術大学絵画
科卒業。各地カル
チャースクールで

「えんぴつ絵画」教
室を開講。

展示期間: 展示中〜11月27日（火）
会場: 佐伯祐三アトリエ記念館　
管理棟ミニギャラリー（中落合2-4-21）　
開館時間: 10時〜16時
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

展示期間: 展示中〜平成25年1月8日（火）
会場: 林芙美子記念館　展示室・石蔵ギャラリー

（中井2-20-1）
開 館 時 間: 10時 〜16時30分

（入館は16時まで）
料金: 大人150円、
         小中学生50円
問合せ: 学芸課
             ☎03-3359-2131

開催日: 毎月第2・4土曜日
（10月の開催は13日・27日）
14時〜15時30分
会場: 新宿歴史博物館　地下
1階ホワイエ
申込み: 不要。当日直接、会
場へお越しください
問合せ: 学芸課
　　　   ☎03-3359-2131

日時: 10月8日（月・祝）　14時〜15時30分
会場: 都立戸山公園箱根山地区（戸山3丁目）
 　東京メトロ東西線「早稲田」駅下車徒歩約8分、 
 　東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車徒歩約10分
料金: 無料（ただし、立ち見のみ）
主催: 高田馬場流鏑馬保存会
後援: 新宿区、新宿区教育委員会、東京都教育委員会
協力: 穴八幡宮、新宿歴史博物館（公益財団法人新宿未来
　　  創造財団）
申込み: 不要。当日直接、会場へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

日時: 11月3日（土・祝）　9時〜12時
コース: 鶴巻南公園→宗参寺→濟松寺庭園→関孝和の墓→林氏墓地　約1㎞
解説: 新宿歴史博物館史跡ガイドボランティア
対象・定員: どなたでも　60名（多数抽選）
料金: 400円
申込み: 10月25日（木）必着。往復はがきに記載例（11面）のほか、同伴者があ
る場合は2名までの氏名・性別・年齢を記入のうえ、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　コラージュとは、フランス語で「のりづ
け」を意味する絵画技法のひとつです。
異なる素材を組み合わせることで、独
特の効果を生み出します。今回はお気
に入りの写真を使って挑戦しましょう。

　佐伯祐三の妻で画家の米子の活動とともに、戦中の女性画家の活動も紹介し
ています。

　林芙美子は戦前、中国大陸を数回旅行しました。
芙美子と中国の関連資料を展示しています。
　石蔵ギャラリーでは、早稲田大学の学生が、授業
の課題として記念館のさまざまな改修計画を考えまし
た。その研究成果を展示しています。

　昔から文人たちは、はがきに絵を描いていました。
はがきに簡単な絵を描く練習をします。

　儒学思想の一つである朱子学をもって徳川幕府に仕えた儒学者・林羅山
とその一族の墓81基が区内に保存されています。8代述斎から11代復斎
までの4基の墓は儒葬の形式を留めており、貴重な文化遺産です。
　※博物館ガイドボランティアによる解説付き

　区内に点在する「儒学」「算学」の史跡を歩きます。ふだんは非公開の濟松寺
庭園も見学できます。

　高田馬場流鏑馬は享保13（1728）年、徳川8代将
軍吉宗が世

よ

嗣
つぎ

の疱
ほう

瘡
そう

平
へい

癒
ゆ

祈願のために奉納したことが
始まりとされています。年に1度開催される神事を、こ
の機会にぜひご覧ください。
　※雨天時は馬場の状況により中止となる場合があります

中国と芙美子

10～12月のミュージアムツアー

「はがき絵を描こう」

新宿区指定無形民俗文化財

高田馬場流
や ぶ さ め

鏑馬の公開

佐伯米子と戦時下の女性画家たち
佐伯祐三アトリエ記念館展示替え

常設展示室特設コーナー展示替え 林芙美子記念館展示替え
思い出の写真を
アートにする

水彩とコラージュ

展示期間: 展示中〜12月24日（月・振休）
会場: 新宿歴史博物館　地下1階常設展示室特設コー
ナー
開館時間: 9時30分〜17時30分（入館は17時まで）
休館日: 第2・4月曜日
※ただし、12月24日（月・振休）は開館
料金: 一般300円、小中学生100円
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　協働企画展「新宿を支える企業の歴史」（1面参
照）の開催に合わせ、新宿区内にあった商店、劇
場などのポスターを展示します。

～新宿区内商店ポスター～

アトリエで制作中の米子

会津八一はがき
女学校時代の米子

魯
迅
の
書

ムーランルージュポスター（昭和戦前）

新宿歴史
博物館
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歴 史

※このマークが付いたイベントなどは、新宿フィールドミュージアム〈ＳＦM〉
　の対象事業です。詳細は、区内施設等で配布中のパンフレットをご覧ください

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
mailto:info@kijin.com
http://souzoku-spt.com
mailto:k-info@koueisha.co.jp


日時: 10月7日（日）　11時～17時　※小雨決行　
会場: 新宿駅および新宿通り周辺
内容: 【オープニングセレモニー】11時
 【パレード】11時10分～12時20分
  〈見どころ〉小学生から大学生までのマーチングバンド、民俗芸
能団体、  新宿芸術天国イメージキャラクターなど、約600名が
出演する大パレード!

【新宿芸術天国フェスタ】13時～17時　
  〈見どころ〉吹奏楽、阿波踊り、よこさい、大道芸など、さまざ
まなジャンルの演奏と演技

【ヘブンアーティスト イン 新宿】13時30分～16時30分
  〈見どころ〉海外から招いたパフォーマー・東京都公認ヘブンアー
ティストが空中ブランコ、アクロバット、ジャグリングなど、
バラエティ豊かな大道芸を披露
主催・問合せ: 新宿芸術天国運営委員会　☎03-3355-1466

募集期間: 10月5日（金）～12月15日（土）
展示場所: 新宿歴史博物館（三栄町22）
開館時間: 9時30分～17時30分
応募方法: 応募写真は新宿歴史博物館に直接お持ちいた
だくか、郵送もしくはデータをEメール（ gakugei@
regasu-shinjuku.or.jp）でお送りください
▶お借りした写真は展示会終了後に返却します
▶写真の形式はネガ・ポジ・データのいずれも可能です
▶その他応募に関する注意事項は、財団ホームページも　
　しくはチラシをご確認のうえ、ご応募ください
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

価格: 各1,500円
販売場所: 新宿歴史博物館、コズミックセンター、区政情報センター
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　高度成長期の昭和30年代の写真を中心に紹介する、次回開催予定（平成25年1
月12日～3月3日）の所蔵資料展で、「私の記憶の中の新宿」というコーナーに展示する
写真を一般募集します。写真は昭和30年代を中心にどの年代でもかまいません。写
真についてのエピソードや当時の思い出もあわせて募集します。
　懐かしい写真をお持ちの方、ぜひご協力ください。

　区内に伝わる伝統行事や生活習慣を収録しています。貴重な記録
をご覧ください。

10～12月のミュージアムツアー

「はがき絵を描こう」

写真展
『記憶の中の新宿 
 —昭和30年代を中心に—』

新宿まち歩きガイドツアー

　新宿の街を劇場に見立て、パレード、大道芸、民俗芸能など、
バラエティ豊かなイベントをお届けします。

　雑誌や写真から好きなものを切り抜いて組み合わせよう!
　完成したコラージュにはあなたの未来につながるヒントが。
　大学生と一緒に自分を探してみませんか?

日時: 11月4日・18日（ともに日曜日）　16時～18時30分　全2回
会場: コズミックセンター　地下1階多目的広場
対象・定員: 都内在住・在学の中学・高校生　20名（先着順）
料金: 200円
協力: 東京学芸大学生涯学習専攻
申込み: 10月31日（水）必着。往復はがき、または受信可能なFAXがある場合は

03-3209-1833へ記載例（11面）のとおり記入し、子ども・地域課へ
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

　平成25年1月27日（日）に開催される「新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソン 【2kmの部】」での完走を目指し、長距離走中心の
練習をします。オリンピック3大会連続出場の経験を持つ“伝説のラン
ナー” 宇佐美彰朗さんがみんなを指導します!
日時: 11月12日（月）・26日（月）・29日（木）、12月3日（月）・10日（月）、
平成25年1月10日（木）・17日（木）・21日（月）・24日（木）・31日（木）　
いずれも16時30分～17時45分　全10回
会場: 旧四谷第三小学校　体育館（本塩町2）
内容: 長距離走中心の練習
講師: 宇佐美彰朗（東海大学名誉教授）
対象: 区内在住・在学の小学生
定員: 30名（多数抽選）
料金: 全2,000円　※区民健康マラソン参加希望
者は別途参加料1,000円が必要です
協力: 新宿レガス陸上クラブ
申込み: 10月22日（月）必着。往復はがきに記載例

（11面）のほか、学校名・学年と、マラソン大会へ
の参加を希望するかどうか、また参加希望の場合、
申し込み済みかどうかを記入のうえ、学習・ス
ポーツ課へ。受信可能なFAXがある場合は 03-
3209-1833へ

初代新宿こども将棋王が決定! 

第1回 新宿区小学生将棋大会実施報告
　去る8月18日、コズミックセンターに新宿区内の将棋少年・少女が
大集合! 熱い戦いを繰り広げ、小学5年生の坂本聡君が初代「新宿
こども将棋王」に輝きました! 
　当日は大会のほか、プロ棋士の先生方との指導対局なども行わ
れ、楽しい一日となりました。
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

新宿歴史博物館所蔵資料展に
あなたの思い出の写真を展示しませんか?

新宿芸術天国2012 「しんじゅくナビ」
イベント情報

萩原社中 里
さと

神
かぐら

楽
（『民俗芸能篇』より）

新宿発!
新宿のまちの総合案内

携帯電話用▶

新宿の
最新イベント情報は
『しんじゅくナビ』で!

今年も開幕!! 

新宿の
秋の祭り

ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ だ よ り

失われつつある
新宿の民俗・文化の記録『新宿区の民俗』
（1）民俗芸能篇 
（2）四谷地区篇
（3）新宿地区篇
（4）落合地区篇
（5）牛込地区篇

おすすめポイント
◎ 晩秋の日本庭園を彩

いろど

る菊花壇展で、趣
おもむ

き溢
あ ふ

れる日本の伝統美を満喫。
◎  江戸時代は高遠藩内藤家下屋敷があり、そして皇室の所有であった時代を経て

一般公開された“御苑の歴史”を歩きます。

日時: ①11月4日（日）・②13日（火）　各日とも13時～16時　※各日同内容
解説: NPO法人 東京シティガイドクラブ
対象・定員: どなたでも　各日30名（多数抽選）　※最少催行各日5名
※10月29日（月）までに当選者にのみご案内を発送します
料金: 600円
主催: 新宿まち歩きガイド運営協議会
申込み: 10月22日（月）必着。郵便はがき（50円）もしくはＥメール（ kanko@regasu-
shinjuku.or.jp）に記載例（11面）のほか、参加希望日（ある場合のみ）を記入し、観光課へ。
FAXの場合は 03-3359-5036へ
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

　皇室ゆかりの伝統を受け継ぐ新宿御苑の菊花壇展が今年も開催されます。この機会に
御苑の歴史をひもとくツアーに出かけてみませんか。

新宿御苑 菊花壇展鑑賞ツアー

写真 一般 募 集

中学生・高校生体験事業　コラージュづくりで「自分」発見 
～学校じゃ教えてくれない 
　　　　「自分」の気づき方! ～

　新宿区では、毎年10月～11月の2カ月間、多くの文化芸術団体の参加のもと、
「新宿フィールドミュージアム」としてイベントが区内全域で繰り広げられます。
　※ガイドブックは、新宿歴史博物館、新宿文化センターなどで配布しています

ー刊行物の
　ご案内ー

大東京祭 提灯行列
 （昭和31年）

宇佐美彰朗

小学生
陸上競技教室

当日のもよう
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子ども

mailto:gakugei@regasu-shinjuku.or.jp
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日時: 11月3日（土・祝）　14時～16時
会場: 新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
講師: 中谷リナ（ドバイ政府観光・商務局）
対象・定員: どなたでも　70名（先着順）
料金: 400円
協力: ドバイ政府観光・商務局、エミレーツ航空
申込み: 10月30日（火）必着。往復はがきに記載
例（11面）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 03-3350-4839へ
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　世界有数のゴージャスなリゾート、ショッピング施設、近未来を彷
ほ う

彿
ふ つ

とさ
せる超高層ビル群…といったイメージの「ドバイ」ですが、それ以外にも旧
市街の街歩きやコバルト・ブルーのアラビア海、赤い雄大な砂漠などの
魅力がギュッと詰まった、世界各地から人が集まる国際色豊かなコスモポ
リタンシティです。
　エネルギッシュに“今”を生きるドバイの、あまり知られていないさまざま
な魅力をお伝えします。

　カンボジア、インドネシア、タイなど、日本の
大学に留学している留学生による自国の紹介
で、東南アジアが楽しく学べる交流会です。

行ってみたいリゾート地No.1

外国人留学生が紹介する
東南アジア＋留学生との交流会

多文化交流プログラム多文化交流プログラム 多文化交流プログラム多文化交流プログラム 多文化交流プログラム多文化交流プログラム

日時: 11月17日（土）　18時～20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: ASJAインターナショナルの留学生
対象・定員: どなたでも　30名（先着順）
料金: 200円
協力: ASJAインターナショナル
申込み: 11月10日（土）必着。往復はがきに
記載例（11面）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 03-3350-
4839へ
問合せ: 文化交流課　
☎03-3350-1141

日本に留学する外国人と交流しませんか？
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◆ Foreign Resident Advisory Corner
Location: 1F Shinjuku City Office Main Building
                （1-4-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku）
Time: 9: 30 a.m. to 12: 00 / 1: 00 to 4: 30 p.m.
Object: 【English, Chinese, Korean】 Monday to Friday
TEL: 03-5272-5060
◆ Foreigner Resident Consultation Corner
Location: Shinjuku Multicultural Plaza 
              （Hygeia 11F, 2-44-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku）
Time: 10: 00a.m. to 12: 00 / 1: 00 to 5: 00 p.m.
Object: 【English】 The 1st, 3rd and 5th Wednesdays and 
3rd Friday of the month　【Chinese】 Tuesday, Thursday 

【Korean】 Monday Afternoon, Friday　【Thai】 Tuesday
【Burmese】 Thursday　【Status of Residence （in Japanese）】 

The 2nd Friday of the month 6: 30 to 8: 30 p.m.
TEL: 03-5291-5171

Date and Time: Oct 21 （Sun） to 24 （Wed） 8: 00 – 21: 
00 （on the 21st from 12: 00, on the 24th until 17: 00）
Location: the event area of the Shinjuku Station West 
Entrance square （1 min. walk from the west entrance 
wicket of Shinjuku Station on JR and other lines）
Description: 300 pieces of visual art and calligraphy 
by children aged 3 to 15 from Lefkada （Greece）, 
Dongcheng District, Beijing （China）, Ina （Nagano） and 
Shinjuku
Fee: Free
Cohost: Shinjuku City
Inquiries: TEL 03-5291-5171（1st, 3rd, 5th Wednesdays & 
3rd Friday　10 a.m. to 12 noon and 1 to 5 p.m.）

◆ 외국인상담창구
장소: 신주쿠구청본청사 1층

（신주쿠구카부키쵸 1-4-1）

이용시간: 9시 30분～12시／13시～16

시30분

대상: 【영어・중국어・한국어】월～금요일

전화: 03-5272-5080 

◆ 외국인상담코너
장소: 신주쿠다문화공생플라자 （신주쿠

구카부키쵸 2-44-1 하이지아 11층）

이용시간: 10시～12시／13시～17시

대상 : 【영어】 제 1・3・5수요일　셋째주

금요일　【중국어】 화, 목요일　

【한국어】 월요일오후, 금요일　

【태국어】 화요일　【미얀마어】 목요일

【체류자격（일본어）】 둘째주금요일 

18시 30분～20시 30분

전화: 03-5291-5171

일시: 10월21일(일)~24일(수)  8시

~21시(단, 21일은 12시부터, 24일은 

17시까지)

장소: 신주쿠역 서쪽출구 광장 이벤트 

코너(JR외 각 선 ‘신주쿠역’ 서쪽 개

찰구에서 도보 1분)

전시내용: 그리스  공화국 레프가타 마

을, 중국 베이징시 동성구, 나가노현 이

나시, 신주쿠구의 3~15세 아이들의 그

림 및 서예작품  약 300점

요금: 무료

공동주최: 신주쿠구

한국어문의: 전화 03- 5291-5171

（월요일 오후1시～5시, 금요일오전10시

～12시 ／ 오후1시～5시）

Feel free to drop in, if you have any worries 
or questions about life in Japan. Your privacy 
will be protected. Both Japanese and foreign 
residents can use our service. Advice is free 
of charge.

Shinjuku City has many kinds of exchange to 
effectively partner with cities around Japan 
and the world. The exchange exhibition 
features visual art and calligraphy produced 
by children and is visited by many people each 
year. Through the works of children we gain a 
sense of national and regional traditions and 
cultures. Please come with family or kids.

　일상생활에서　고민이나　궁금한
점이　있으면　언제든지　상담바랍
니다 . 일본인이나　외국인　누구나　
상담가능합니다 . 개인정보는　철저히
　엄수하며　상담은　무료입니다 .

　신주쿠구에서는 국내외의 도시와　
우호　제휴를 통한 다양한 교류를 하
고 있습니다 . 그 중에서도 아이들의 그
림 및 서예 작품의 교류전은 많은 분들
이 찾는 연례 행사입니다 . 아이들의 작
품을 통하여 국민성과 지역성 등 , 그 
나라와 지역의 전통 과 문화를 느낄 수 
있을 것입니다 . 부디 가족 과 자녀를 
동반하여 방문해 주시기 바랍니다 .

◆ 外国人问讯窗口
位置: 新宿区役所本厅舍１楼
　　   (新宿区歌舞伎町1-4-1)
时 间: 9点30分 ～12点 ／13点 ～16点
30分
对象: 【英文、中文、韩语】 周一～五
电话: 03-5272-5070 

◆ 外国人问讯角
位置: 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)
时间: 10点～12点／13点～17点
对象: 【英文】 第1、3、5周三,第3周五  

【中文】 周二、四　【韩语】 周一的下午,周五
【泰语】 周二　【缅甸语】 周四
【在留资格（日语）】 第2周五的18点30分
～20点30分
电话: 03-5291-5171

日期: 10月21日（周日）～24日（周三）8
点～21点（但是，21日从12点开始、24
日到17点为止）
会场: 新宿站西口广场展会区

（从JR和其它各线的“新宿站”西口检票口
起徒步1分钟）
展示内容: 希腊共和国萊夫卡斯、中华人
民共和国北京市东城区、长野县伊那市、
新宿区的3至15岁的孩子们的绘画和书
法作品，约300件
费用: 免费
共同主办: 新宿区
使用中文咨询: 电话 03-5291-5171

（每周二、周四  上午10点～12点／点～5点）

　如果在日常生活中遇到烦恼，或者
有不知道的事情，请随时前来咨询。
不管是日本人还是外国人，任何人都
可前来咨询。我们将严格保守个人隐私。
完全免费。

　新宿区与国内外的城市友好合作，
进行着各种各样的交流。其中儿童画
和书法作品的交流展是每年吸引众多
参观者的惯例活动。通过孩子们的作
品，一定会使您感受到他们国家和地
区的风土人情和传统文化。敬请偕同
家人与孩子一同光临。

Foreign Resident Advisory Corner / 
Foreign Resident Consultation Corner

Come together with picture and calligraphy 
Sister City Child/Student Exchange 
Exhibition

外国人问讯窗口 ／
外国人问讯角

用书法和绘画连接交流之环
友好城市儿童・学生作品
交流展

외국인상담창구 / 
외국인상담코너

그림과 글로 잇는 교류 공간

우호도시 아동・학생 
작품교류전

　ブームになったタジン鍋をはじめ、
若い女性に人気のバブーシュやマル
シェバッグ（かごバッグ）は、異国情
緒あふれる歴史と伝統の国「モロッコ王国」を知る入口です。迷宮都
市フェズやマラケシュの旧市街など数々の世界遺産、タンジールの
美しい建物、世界最大の砂漠には、数々の映画の舞台となった魅
惑の世界があります。
　豊かな自然とイスラムの文化に彩られた「モロッコ王国」の世界に触
れてみませんか?

日時: 11月3日（土・祝）　17時～19時
会場: 新宿文化センター　小ホール
講師: 外山厚子（日本モロッコ協会 事務局長）
対象・定員: どなたでも　70名（先着順）
料金: 400円
協力: 日本モロッコ協会、モロッコ王国大使館
申込み: 10月30日（火）必着。電話か往復は
がき、もしくは受信可能なFAXがある場合
は 03-3350-4839へ記載例（11面）のとお
り記入し、文化交流課へ
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

中東の宝石「ドバイ」を知る（ドバイ理解講座）

海の青と白壁の街並み、
雄大なサハラ砂漠…

写真提供：
ドバイ政府観光・商務局

マラケシュ、スーク内
アーケード

歴史と文化と
大自然の「モロッコ」
理解講座

中東の宝石「ドバイ」を知る（ドバイ理解講座） 歴史と文化と
大自然の「モロッコ」
理解講座

世界遺産に指定されている要塞村、
アイト・ベン・ハッドゥ

写真提供: 日本モロッコ協会
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多文化

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


 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

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）
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
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
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

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

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/

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
♪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
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
一貫校中高校生対象　英語学習会 Up Grade
高田馬場　℡:3954-8721　月会費5000円～
メール:e_nakamagakushu@yahoo.co.jp

TOEIC中級者対象のEnglish学習会
大学生以上　戸塚地域center　高田馬場
39548721詳細http://english.kuniburi.com/

健康マージャンで明るく元気に！
初心・未経験者ＯＫ！  レッスンプロの先生が
優しくアドバイスします。楽しみながら友達
ができて、生活が明るくなりますよ♪全自動卓
火金11～16時 \2000/日（初日無料）新宿駅近く
電話3346-2475　clein@livedoor.com
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
10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

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）落合第２センター、土又は日曜 PM1:00～
プリザーブドフラワー教室　秋の生徒募集中
花材費2500円のみで秋のアレンジをお試し体
験できます。東新宿駅Ａ２出口徒歩２分
プリザ＊プラザ　森下  ☎090-5199-8215

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

演劇・朗読　新しい発見
親切な個人指導で楽しく上達　月２回２千円
新宿　年齢経験不問　鈴木督代 ☎3368-3315

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

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/
カルチャー教室古典部門☎FAX3358-8815町田
平日9:00～3:00　小論文通信1枚\1600　通い
1時間\5000　書道華道ピアノ文章小論文古典

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

☆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

スコットホールでゴスペルを歌おう！
煉瓦建てのスコットホールでご一緒に素敵な
コーラスアレンジを楽しみましょう！  老若男
女、どなたでも。体験随時。直接あなたの目
と耳と肌で感じて下さい。木曜14:00～15:30
10月18日より早稲田奉仕園　☎03-3205-5403
ピアノ・ボーカル生徒募集　☎3355-6717

ベビー～大人まで　四ツ谷、四谷三丁目駅近
体験レッスンあり　ジェイメイミュージック
楽しい陶芸☆楽陶会 初心者歓迎! 月3500円
第2・4水曜午前 戸山生涯学習館☎3207-1181
メール →enjoytogeitoyama@gmail.com

フラワーアレンジメント教室生徒募集
自宅でのレッスンゆえ子供連、高齢者も歓迎
納戸町、アート大橋　℡３２６８– ４５１８
◆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!
10月20日（土）13時～要予約資料代1000円コズ
ミックセンター3F大会議室 けやきの会:田中

募　集

区民総合体育大会
参加者・チーム募集!

掲載申込：財団Web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。

 弓　道
日時: 10月21日（日）　9時30分～
会場: コズミックセンター　1階弓道場
参加資格: 区内在住・在勤・在学の15歳（平成
24年4月1日現在）以上の方または区弓道連
盟登録者　種目: 1部（三段以下）、2部（四段・
五段）、3部（称号者）　参加料: 200円／名（別
途連盟経費1,000円）※大会当日に集金します　
申込み: 10月17日（水）までに、申込書に必要
事項を記入のうえ直接、コズミックセンター
窓口または区弓道連盟（コズミックセンター1
階弓道場内）へ　主管: 区弓道連盟

 なぎなた
日時: 10月28日（日）　9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）　参加資格: 区内在住・在勤の15歳（平
成24年4月1日現在）以上の方または区なぎ
なた連盟登録者　種目: 演技競技、団体戦、個
人戦　参加料: 200円／名（別途連盟経費800
円）　※大会当日に集金します
申込み: 10月11日（木）必着。往復はがきに参
加希望種目、住所、氏名（ふりがな）・年齢・
性別、電話番号、区内在勤の場合は勤務先名
と所在地を明記のうえ、区なぎなた連盟事務
局　射手矢知子あて郵送（〒169-0072 新宿区
大久保1-3-8）
主管: 区なぎなた連盟

 バドミントン
日時: 【男女各ダブルス】 11月4日（日）　9時～
    【男女混合ダブルス】 11月18日（日）　9時～
会場: 新宿スポーツセンター　3階大・小体育
室（大久保3-5-1）　※11月18日は大体育室で
のみ開催　参加資格: 区内在住・在勤の18歳
以上の方または区バドミントン連盟登録者
種目: 【男女各ダブルス】 1部16組、2部32組、
3部32組、4部32組　【男女混合ダブルス】 1
部20組、2部40組、3部40組、4部40組
参加料: 400円／ペア　
※当日、未使用試合用検定球一種（水鳥球・
　メーカー不問）を1人2球お持ちください
申込み: 10月25日（木）必着。申込書に必要事
項を記入のうえ、参加料を添えて直接、コズ
ミックセンター窓口へ。先着順
主管: 区バドミントン連盟

 アーチェリー
日時: 11月4日（日）　受付10時～
会場: 新宿スポーツセンター　5階洋弓場（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
アーチェリー協会登録者　種目: 1部、2部、

11月 卓球教室
　11月の教室は、「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: 11月1日～22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: 10月18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（11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）　※返信希望の場合、必ず往復はが
きでお申し込みください
当落・その他: 返信はがきを送付または10月
25日（木）にコズミックセンター窓口へ掲示し
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9時～17時に担当者がお
受けします　※12月の卓球教室はお休みです
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

申込み: 【コズミックセンター窓口受付時間】 9時から平日は19時まで、土日・祝日は16時30分
まで、休館日の10月9日（火）・11月12日（月）は17時まで受け付け
※ 「なぎなた」「アーチェリー」「空手道」「合気道」は申込先が異なりますので、各要項にてご確認くだ

さい
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

3部　参加料: 200円／名　※大会当日に集金
します　申込み: 10月26日（金）までに、申
込書に必要事項を記入のうえ、㈱清原光学内　
区アーチェリー協会あて郵送（〒160-0022 新
宿区新宿6-23-2）もしくは毎週火曜日の19時
30分～21時に、新宿スポーツセンター5階洋
弓場へ直接お持ちください
主管: 区アーチェリー協会

 空手道
日時: 11月4日（日）　9時30分～
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）以上の方または区空手道連盟登
録者　種目: 【組手・形とも】男子・女子（高校
生・シニア・一般有級・一般有段）
※シニアは男子40歳以上、女子35歳以上
※形のシニアは男女混合
参加料: 200円／名（別途連盟経費1,300円）
申込み: 10月19日（金）までに、申込書に必要
事項を記入のうえ、参加料を添えて区空手道
連盟　石橋克彦あて現金書留にて郵送（〒161-
0033 新宿区下落合3-21-18）
主管: 区空手道連盟

 合気道
日時: 11月11日（日）　13時～
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・在勤の15歳（平成24年
4月1日現在）以上の方または区合気道連盟登
録者
種目: 一般男子の部、一般女子の部、有段の部
参加料: 200円／名　※大会当日に集金します
申込み: 11月1日（木）～9日（金）の間に、区
合 気 道 連 盟　 山 田 ま で 電 話（ ☎03-3323-
6460）もしくは所定の申込書に必要事項を記
入のうえ、11月9日（金）の19時～21時30
分に、新宿スポーツセンター3階第一武道場
へ直接お持ちください　※大会当日、直接会
場で申し込むこともできます
主管: 区合気道連盟

 ゲートボール
日時: 11月24日（土）　9時～　※予備日12
月1日（土）　会場: 戸山多目的運動広場（戸山
3-2）　参加資格: 区内在住・在勤・在学の方（年
齢・性別不問）で構成されたチーム（5名以上7
名以内）　参加料: 200円／名　
申込み: 11月14日（水）までに、申込書に必要
事項を明記のうえ直接、コズミックセンター
窓口へ
主管: 区ゲートボール協会

初心者弓道教室
　日本の伝統武道「弓道」を体験してみませ
んか? 日本の心と技を学び、美しい所作を
身につけましょう。講師のていねいな指導で、
安心して学べます。
日時: 11月15日（木）・17日（土）・20日（火）・
22日（木）・24日（土）・27日（火）　いずれも
19時～21時　全6回
会場: コズミックセンター　1階弓道場
対象: 区内在住・在勤・在学（高校生以上）の健
康で運動することに支障のない方　※指導の
性質上、全回参加できる未経験者に限ります
定員: 15名（多数抽選）　
料金: 全3,000円（別途、下がけ代150円実費
負担）
協力: 区弓道連盟
申込み: 11月1日（木）必
着。往復はがきに記載例

（11面）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　
☎03-3232-5121

※ 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

スポーツフリー教室
「フットサル教室」
開催時間延長のお知らせ
　8月から始まりました「フットサル教室」は
毎回多くのみなさまのご参加をいただいてい
ます。
　好評につき、開催時間を30分延長し、
21時45分までとします。
　なお、フリー教室はどなたでもご参加いた
だけますが、混雑時には実施内容を変更す
る場合がありますので、ご了承のうえ、ご参
加ください。

　・ウォーミングアップ
　・基礎練習　
　・テーマ練習
　・ミニゲーム

日時: 10月5日、11月2日・16日・30日、
12月7日・21日、 平 成25年1月11日・25
日、2月8日・22日、3月8日・22日の金曜日　
いずれも19時30分～21時45分
会場: コズミックセンター　2階大体育室
講師: 区サッカー協会フットサル委員会所属
チーム
対象: フットサルが初めての方およびフット
サルを楽しみたい方　※小学生は保護者同伴、
中学生は送迎が必要です
料金: 1回400円（中学生以下100円）
協力: 区サッカー協会 フットサル委員会
申込み: 【チケット販売】18時50分～

【入場】19時20分～
【参加方法】券売機でフリー教室チケットを購
入のうえ、直接2階大体育室へ
※室内用運動靴をご用意ください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

誰でもカンタン参加の 
スポーツ大会

コミュニティスポーツ大会
　お住まいの地区ごとに地区大会を実施し
ます。
　みんなで楽しく汗を流しましょう!

地　区 実施日 会　場

四　谷 11/11（日）  四谷中学校

箪　笥 11/18（日）  牛込第一中学校

榎 11/25（日）  鶴巻小学校

若　松 11/4（日）  余丁町小学校
 若松地域センター

大久保 10/28（日）  大久保小学校

戸　塚 10/28（日）  戸塚第二小学校

落合第一 11/3（土）  落合中学校

落合第二 10/14（日）  落合第六小学校

柏　木 10/28（日）  西新宿中学校

角　筈 11/11（日）  西新宿小学校

中央大会※ 12/9（日）  コズミックセンター

※�中央大会には、各地区大会において優秀な
成績を収めた方が出場選手として推薦され
ます

種目: 【輪投げ】9個の輪を入れよう
　      【ユニカール】陸上版カーリング
　     【ビーチボールバレー】ビーチボールを使 
      　用する6人制のバレーボール
協力: 各大会実行委員会
申込み: 各特別出張所に置いてある所定申込書
に必要事項を記入し直接、各窓口へ
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

内   

容 
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出 張

レガスポ！
プチ不調を一掃! 体を内側から元気に!! 

① 骨盤ヨーガ
　 〜初めてでも大丈夫〜
　骨格の要である骨盤まわりの筋肉をほぐし、
バランスを整え、姿勢を正すことで、美しい
ボディラインを目指します。ゆったりと呼吸しな
がら、心身ともにリフレッシュ & リラックス! 毎
日の家事や育児からくる肩こり、腰痛などを、
ヨーガの呼吸法とポーズで改善しましょう。
日時:  11月2日〜12月21日の毎週金曜日
　　　（ただし11月23日は除く）　
　　　12時40分〜13時40分　全7回
講師: 長友珠紀（出張レガスポ! 担当講師）

① NPO法人新宿区ウオーキング協会 
　 第92回例会

新宿スポレク2012  
合同ウォーキング
1万歩体験ウォーク 
コースA 4km・コースB 4km （計8km）
※ コースAのみの参加もできます。普段歩き慣

れていないという方もぜひご参加ください
日時: 10月8日（月・祝）　
　　　8時40分〜9時受付　正午解散予定
コース: 【コースA】 新宿スポーツセンター前

（集合）→新宿コズミックセンター→戸山公園
箱根山地区→甘泉園公園→諏訪神社→新宿ス
ポーツセンター前（ゴール）

【コースB】 新宿スポーツセンター前（集合）→
小滝橋→神田川沿い→ふれあい公園→新宿ス
ポーツセンター前（ゴール）
集合・解散: 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」、JR山手線・西武
新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」）
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

初秋の東京都心を訪ねて　
約9kmウォーク
日時: 10月17日（水）　
　　　8時40分〜9時受付　正午解散予定
コース: 新宿中央公園（集合）→新宿大ガード→
靖国通り→市ヶ谷駅→外濠公園→靖国神社→九
段下→内堀通り→大手門→日比谷公園（ゴール）
集合: 新宿中央公園（都営地下鉄大江戸線「都庁
前駅」）
解散: 日比谷公園（東京メトロ日比谷線・都営
地下鉄三田線「日比谷駅」）
料金: 400円
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
主催・問合せ: 学習・スポーツ課　
☎03-3232-5121

③ いきいきウォーク新宿 
歩く習慣をつけよう 
ウォーク 約3km
日時: 10月24日（水）　
　　　9時10分〜9時30分受付　正午解散予定
コース: 新宿スポーツセンター前（集合）→諏訪
神社→小滝橋→神田上水公園→大久保通り→
新宿コズミックセンター前→新宿スポーツセ
ンター前（ゴール）
集合・解散: 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」、JR山手線・西武
新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」）
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
主催・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、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

コズミックセンタースポーツレッスン

レガスポ! 
平成25年3月まで

マークの説明　　　　　　　  …託児あり　　　  …女性限定　　　  …室内用運動靴着用　　　  …水着・水泳帽着用

※ 各プログラムの詳細については、『レガスポ! パンフレット』
（コズミックセンターで配布または財団ホームページに掲載）
をご覧ください

誰でも楽しく、気軽に健康なカラダづくり! 
　身体づくりの第一歩となるプログラムです。体への負担が少なく、
継続することで無理なく柔軟性や体力・筋力を高めていきましょう。

・激しい運動が苦手な方
・体力に自信がない方や運動を始めたい方
種　類 曜日 時 間 定　員

楽々足腰健康体操 月 9:30〜10:30 50名
コンディショニング 
ストレッチ 月・土 9:30〜10:30 月／50名

土／30名
ゆったり骨盤体操 月 10:50〜11:50 50名
24式太極拳 火 13:40〜14:30 70名

気功太極拳 （水曜日のみ）水・土 9:30〜10:30 水／50名
土／40名

ヨーガ （水・木・金）水・金
木

9:30〜10:30
14:10〜15:10

水／70名
木／30名
金／50名

健康ストレッチ 水 10:50〜11:50 60名

ボイストレーニング& 
ストレッチ　 金 9:30〜10:30 50名

骨盤体操　
　※乳児の同伴可  金 10:50〜11:50（2カ月〜12カ月）

50名
ゆっくりヨーガ 土 10:50〜11:50 30名

リズミカルな音楽に合わせて♪
　楽しい音楽に合わせdancing♪気分もウキウキ・リフレッシュ! 

・音楽に合わせてシェイプアップしたい
・踊ることが好き
種　類 曜日 時 間 定　員

ヒーリングフラ　　 月 10:50〜11:50 50名

シェイプボクシング　　 月
木

10:50〜11:40
19:00〜19:50 各30名

ラテン・コアダンス　 　 火 12:30〜13:20 70名

ハワイアンフラ　　  水 10:50〜11:50 70名

リラクゼーションフラ 水 19:00〜20:00 40名

エアロビクス
  （木曜日のみ）

水
木
土

19:00〜20:00
10:50〜11:50
11:00〜11:50

水／30名
木・土／各70 名

バレエ・エクササイズ  木 12:50〜13:50 30名

体幹・インナーマッスル（深層筋）や 
足腰の筋肉を強化したい! 
　体幹・インナーマッスルを強化することで 
グ～ンと代謝が上がります。

・キレイな姿勢を目指したい
・しなやかな筋肉をつけたい
・足腰を鍛えたい
種　類 曜日 時 間 定　員

ピラティス 月 9:30〜10:30 35名

ダンベル & ストレッチ　 木 9:30〜10:30 70名

ボディコントロール　 木 9:30〜10:30 50名

パワーヨーガ　 金 10:50〜11:50 50名

水の中で全身運動! 
　水の浮力で足腰に負担をかけずに全身運動ができるアクアプログラ
ムです。

・足腰に負担をかけずに運動したい方
・水の中で効果的に運動したい方
・全身を引き締めたい方

種　類 曜日 時 間 定　員
アクアシェイプ 　 火 13:40〜14:30 35名

水中ゆっくりウォーキング  木 9:15〜10:00 35名
アクアビクス + ウォーキング
  木 10:20〜11:05 50名

ダイナミックアクア　 木 19:00〜19:50 25名

お仕事帰りにぴったりの夜間プログラム 
・一日の終わりにリフレッシュしたい方

種　類 曜日 時 間 定　員
リラクゼーションフラ 水 19:00〜20:00 40名

エアロビクス 水 19:00〜20:00 30名

シェイプボクシング 木 19:00〜19:50 30名

ダイナミックアクア　 木 19:00〜19:50 25名

産前・産後のお母さま・ 
親子向けプログラム

・妊娠中の運動不足を解消したい方
・産後のボディをギュッと引き締めたい方
・お子さまと一緒にリフレッシュしたい方

種　類 曜日 時 間 対 象／定 員

産後ボディメイク 火 10:50〜11:40 産後2カ月から。乳児の
同伴は1歳半まで／30名

親子3B体操 
〈1〜2歳コース〉 火 9:45〜10:30 1〜2歳の幼児とその保護

者／30組
親子3B体操

〈2〜3歳コース〉 火 10:50〜11:40 2〜3歳児の幼児とその保
護者／30組

マタニティヨーガ
  水 9:45〜10:30 妊 娠16週 以 降 の 方 限 定 

／40名

産後ヨーガ  水 10:50〜11:40 産後2カ月から。乳児同
伴は1歳半まで／40名

親子スキンシップ
体操 　 木 10:50〜11:50 1〜3歳児の幼児とその保

護者／30組

託児サービスもあります! 
マークのついたプログラムで実施しています。

保護者の方が受講している間、コズミックセンター
幼児体育室で、お子さまを保育士がお預かりします。
対象: 生後6カ月〜未就学児　
定員: 1区分15名（先着順）　料金: 1名1回300円　
予約 :受講当日の朝8時30分〜9時に、必ず保護者の方が電話で直
接お申し込みください（☎03-3232-5121）
※ 「託児予約」は講座の予約ではありませんので、時間に余裕をもっ

てお越しください

こん
な方
に

オス
スメ
!

こん
な方
に

オス
スメ
!

こん
な方
に

オス
スメ
!

こん
な方
に

オス
スメ
!

こん
な方
に

オス
スメ
!

こん
な方
に

オス
スメ
!

ジャンル別コース紹介

会場: コズミックセンター（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」から徒歩13分）
申込み: 事前予約不要
受付: 1階窓口でレッスン開始15分前から（先着順）　※プールプログ
ラムは地下1階で受け付け。木曜日「アクアビクス + ウォーキング」の
み開始25分前から受け付け
料金: 1回400円　※回数券は6枚つづりで2,000円（有効期限1年・
払い戻しはできません）
◎講座開始後の入場は、講座の進行および安全管理の観点からご遠慮ください。
◎体調のすぐれない方、医師に運動を止められている方は参加できません。
◎本プログラムは安全管理上、おもに中学生以上の方を対象としています。
◎ 講師の都合により、やむを得ず代講または休講となる場合がありますので、あ

らかじめご了承ください。

深く、しっかり呼吸を行い、脂肪燃焼や 
美肌効果 & 免疫力UP! 

② 「ピラティス」を知る! 
　 呼吸と動く! 
　深い呼吸を意識してインナーマッスルを鍛え、骨
盤底筋群強化・骨盤や脊柱のアライメント（正しい
配置）などへの理解を深め、体幹をしっかり作るこ
とで姿勢を改善します。
日時: 11月2日〜12月21日の毎週金曜日　
　　　（ただし11月23日は除く）　
　　　14時〜15時　全7回
講師: あかり（通年レガスポ! 月曜担当講師）

①②とも

会場: 大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保
3-7-42）
対象: 区内在住・在勤の方優先
定員: 各25名（多数抽選）　※最少催行各15名
料金: 全2,800円（欠席時の返金なし）
申込み: 10月22日（月）必着。往復はがきに記
載例（11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

一歩一歩、健康づくり♪

女性限定
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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

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

文部科学省所管
財団法人 国際青少年研修協会
〒１０８-００７３ 東京都港区三田５-７-８-９２１
TEL●０３-６４５９-４６６１  E-mail●info@kskk.or.jp
URL●http:/ /www.kskk.or.jp

お問合せ
資料請求

参加者

募集
はじめ

て

でも安
心

引率

リーダ
ーが

同行

：オーストラリア・サイパン・フィジー・
  カンボジアなど
：平成24年12月24日（月）～平成25年1月2日（水）
  7～9日間　＊事業により異なります
：ホームステイ・クリスマスホリデー・
  異世代交流・野外活動・文化交流等
：平成24年11月5日（月）

派遣先

期　間

内　容

締切日

小学3年生～高校生のための国際交流
冬休み海外派遣事業（ホームステイ）

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、経営課（〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター内　☎03-3232-7701  　  03-3209-1833）まで。ホームページからお寄せいただく場合は 　　　　　　　　　　　  へ。レガス新宿

お気軽にご相談ください。
【問合せ先】  新宿文化センター
（文化交流課） ☎03-3350-1141

相談

紹介 つながる

相談者

アーティストバンク

アーティスト

登録

情報提供

誰かいい人いないかな ?
プロを呼ぶには
　どうしたらいいの ?

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／都営バス（池86・早77・高71）「大久保通り」から徒歩約9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（壁面鏡付き）
休館日: 毎月第4月曜日

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・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（壁面鏡付き）、学習室B、美術工芸室、レクリエー
ションホール（壁面鏡付き）
休館日: 毎月第2月曜日

　ご利用いただける部屋数は8部屋と区内学習館
の中でも最大で、図書館も併設されています。舞
台でコンサートや発表会も開催できる「ホール」や、
本格的な茶の湯も楽しめる「和室」、また陶芸窯な
ども設置され、ご好評をいただいています。

　緑豊かな公園に隣接した、区内で最も新しい学
習館で、エレベーターも設置されています。広さ
100㎡を超えるレクリエーションホールは講演やダン
スなど多目的にご利用いただけるほか、情報交流
のためのコーナーも設けられています。美術工芸室
には固定の作業台があり、陶芸窯も設置されてい
ます。

アーティスト登録も随時受付中!
　登録ジャンルは、楽器の演奏・指導、
文化講演の司会・企画、話芸、伝統芸能、
舞踊、フラメンコ、歌唱などなど、文化
芸術活動にあたるものなら何でもOK! 
　登録フォーマットや資料をご希望の方
は、右記までFAXまたはEメールでお問
い合わせください。

登録資料の請求先: 03-3350-4839
 bunka@regasu-shinjuku.or.jp　
※ 請求の際は、「アーティストバンク登録

資料希望」と記入のうえ、返信用あて先
（FAX番号、Eメールアドレス、住所の
いずれか）を明記してください。折り返
し資料をお送りします

問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

アーティストバンク
のご紹介 あなたの街の生涯学習館

開館時間: 9時～22時（受付は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
問合せ:  各生涯学習館または学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

― 地域で活躍したい方と人材を探している方をつなぐ人材活用制度 ―

団体でも、個人でも、
学習・集会・文化活動などに利用できる !

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

戸山生涯学習館 

住吉町生涯学習館

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

音楽の秋到来! 
～テノールとピアノ～

第11回 新宿シティハーフマラソン･
区民健康マラソン ランナー募集中!

　すっかり秋空になり、過ごしやすい気温になりまし
た。クラシック音楽を聴きながら、ゆったりとした優雅
なひと時をお過ごしください。
時間: 12時～13時
会場: コズミックセンター　1階ロビー
曲目: 『サンタルチア』『マイウェイ』『君をのせて』 ほか
対象: どなたでも　定員なし
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

開催日: 平成25年1月27日（日）　会場: 国立競技場（霞ヶ丘町10-2）
種目・参加料: ▶3kmの部・一般　1,500円　▶3kmの部・中学生　1,000円　▶2kmの部・小学生　1,000円 
▶2kmの部・ファミリー（保護者1名 + 小学生以下1名）　1,000円 　▶2kmの部・ファンラン　1,000円 
▶スペシャルラン（小学生･70歳以上･障がい者、競技場内トラック300m）　500円 
▶ひよこの部（保護者1名 + 未就学児1名、競技場内トラック42.195m）　500円
エントリー: 10月21日（日）まで（種目によっては定員に達している場合があります）。インターネットからお申し込みください

（http://runnet.jp/ ランテス）　※詳細は、財団ホームページ・区内特別出張所などに設置の募集リーフレットをご覧ください
問合せ: 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会事務局　☎03-3232-7701

〒162-0052　戸山2-11-101　☎03-3207-1181

〒162-0065　住吉町13-3　☎03-3351-6566

　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A太郎
（10月8日出演）

柳家小
こ

蝠
ふく

（10月19日出演）

落語 in 和室

あります!　
おトクな共通回数券

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 
日にち: 10月8日（第2月曜日）、11月5日（第1月曜日）
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: 10月19日、11月16日　会場:  4階和会議室
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

毎月2回のお楽しみ!!

未来の名人候補が続々出演! 

10・11月の開催

ハーフマラソンの部
（21.0975km）と10km
の部のランナー受け付け

は終了しました

　新宿文化センターでは、演奏家やアーティストを中心とした人材登録・活用制度「アーティス
トバンク」を運営しています。
　新宿文化センターが自信をもってオススメする多種多様な人材が登録され、大ホールで開催
する「ランチタイムコンサート」などで活躍されています。登録アーティストの大半は、地域のイ
ベントやお誕生日会などでの生演奏・パフォーマンスなど、地域密着型の活動を望んでいます。

「文化講演会を開きたいけど、司会を誰に頼めばいいかわからない」「プロに合唱の指導をして
もらいたい」という方は、ぜひアーティストバンクをご活用ください。
※ 財団ホームページ（http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/）にも登録アーティス

トの一覧情報を掲載しています。ぜひご覧ください

生涯学習館

前回のようす

10月のコズミックセンターロビーコンサート

毎月20日は
ロビコン・デー

!10／20
（土）

11

お知らせ

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
mailto:bunka@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp
http://runnet.jp/runtes/
mailto:info@nobuyo-tsuchiya.com
http://www.nobuyo-tsuchiya.com/


コズミックセンター　9日（火） ／ 大久保スポーツプラザ　15日（月） ／ 新宿歴史博物館　9日（火）・22日（月） ／ 林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館　1日（月）・9日（火）・
15日（月）・22日（月）・29日（月） ／ 新宿文化センター　9日（火） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 8日（月・祝）・〈三栄町・戸山・北新宿〉 22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、10月8日は開館）
▶午前10時～午後6時（金曜日は午後8時まで）

 　開催中 ～ 2012年11月11日日

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
王
立
美
術
館
所
蔵 

新宿ユース・ブラスフェスティバル 2012

好 評 販 売 中 !

　▶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！

　障がいのある子や、音楽や歌が大好きだけど静かに座って
聴くのはニガテというみんなのためのコンサートです。ミニオー
ケストラや和太鼓、ピアノの音色を楽しんだり、みんながよく
知っている大好きな歌を一緒に歌おう! 飛び出す3D映像コー
ナーや詩の朗読など、お楽しみいっぱいのコンサートです。

　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

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!』

来
き す ぎ

生たかお 
『Stand Alone 2012 ～ Christmas Color ～』

吉田兄弟  『和の祭典』

　　　　障がいのある子どもたちと、
　　　　音楽好きのみんなのための
ふれあい・わくわくコンサート

『桂  歌丸　三遊亭円楽  夢の二人会』

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: 13時開演（12時30分開場）　15時終演予定　※途中休憩あり
会場: 新宿文化センター　地下1階展示室
出演: 国立音楽院MTオーケストラ、たかに太鼓（和太鼓演奏団）、濱田直子（ピアノ）、
　　  足立真知子（司会進行・朗読・うた）　ほか
曲目: 『勇気100%』『世界が一つになるまで』『ふるさと』『会いたかった』  ほか（予定）
対象: どなたでも（とくに中学生までの方におすすめです）
定員: 70名（多数の場合、対象の子どもを優先のうえ、抽選）
申込み:  11月16日（金）必着。往復はがきに記載例（11面）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 03-3350-4839へ　※2名以上で参加される場合、必ず参
加者全員の名前と関係（親子・介助者など）を、また障がいのある方はその種類も記入し
てください

その他:  通常のコンサートに行きづらい子どもたちのためのコンサートで、椅子や床に座って自
由なスタイルで音楽が楽しめます。少し声をあげても、途中入退場してもかまいません

（ただし、状況によっては一時的にロビーでの休憩をお願いする場合があります）。
　　　   また、開催趣旨をご理解いただければ、どなたでもお申し込みできますが、申込みが定員

を超えた場合は対象の子どもを優先します
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

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: 17時開演　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　
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

時間: 14時開演　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　
入場料: 全席指定　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　購入: イープラス http://eplus.jp/

［PC・携帯電話共通］　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　

10／12
（金）

10／20
（土）

12／16
（日）

 11／3
（土・祝）

 12／2
（日）

 11／8
（木）

11／5
（月）

時間: 12時15分開演（12時開場）
会場: 新宿文化センター　大ホール
出演: アルカナ（二胡、ヴァイオリン、チェロの弦楽アンサンブル）　
         早川アキラ（バリトン）、清水奈緒美（ピアノ）
曲目: 『蘇州夜曲』『リベルタンゴ』『見上げてごらん夜の星を』　ほか
　　  ※曲目および出演者は変更になることがあります
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください　※3歳未満入場不可
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

第110回 ランチタイムコンサート
〜音楽で元気に! 〜
東洋・西洋の境界を越えた弦楽器の共演

1／20
（日）

平 成
25年

東京シティ・フィル　
《ゲーム音楽》コンサート

区
民
招
待
の
ご
案
内

①新宿フィルハーモニー管弦楽団 第68回定期演奏会
日時: 11月18日（日）　14時開演
曲目: ドヴォルジャーク『交響曲第8番ト長調作品88』　ほか

②来
き す ぎ

生たかお 『Stand Alone 2012 ～Christmas Color～』
日時: 12月16日（日）　17時開演
　      ※未就学児の入場不可　※座席はA席（2階後方）です
曲目: 『夢の途中』『シルエット・ロマンス』『セカンド・ラブ』　ほか
①②とも
会場: 新宿文化センター　大ホール
申込み: 10月31日（水）必着。財団ホームページ上の専用応募フォームから応募、もしくは郵
便はがき（50円）に希望公演名（①②どちらか1つ）、人数（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

☆100名様ご招待

☆200名様ご招待

時間: 13時開演（12時30分開場）　17時30分終演予定　※途中入場可
会場: 新宿文化センター　大ホール
出演: 早稲田小学校 金管バンド、戸塚第一小学校 吹奏楽団、鶴巻小学校 金管バンド、
四谷中学校 吹奏楽部、落合第二中学校 吹奏楽部、伊那市立高遠中学校 吹奏楽部（新宿区友好都市）、
夢ブラスバンド、目白研心中学・高等学校 吹奏楽部、早稲田青少年吹奏楽団、
都立戸山高校 ブラスバンド部、新宿区吹奏楽団、都立片倉高校 吹奏楽部（招待演奏）  （予定）
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください　
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

申込み不要!
お気軽にお越し
ください！！

申込み不要!
お気軽にお越し
ください！！

10/6（土）
開催

あ  す

♪ ♪

♪

♪ ♪

　

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

アルカナ

開催間近!
当日券あり

当日券あり

井田勝大

12 10月の休館日の
お 知 ら せ

10 5
第45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10月5日

みんなで
楽しむ♪

開催間近!

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