
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

お世話になっております
パソカレッジ広告原稿です。
IllustratorCS2で作成しています。
レイヤーはアウトラインを取っていますが
案2というのがアウトラインを取っていないデータになります。
トンボもレイヤーに分けていますので捨てられるようになっています
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい

パソカレッジ　森

 

　
文 化・ 芸 術・ 生 涯 学 習 ／ 区 民 の 文 化 祭

新 宿 区 生 涯 学 習 フ ェ ス テ ィ バ ル
共催: 新宿区
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

2012

 当日の内容（予定）

日時: 11月10日（土）　11時～17時（開場10時30分）　
会場: 新宿文化センター　全館（新宿6-14-1）　
出演: 各国舞踊団体、民族音楽演奏など約40団体以上　
主催: 踊りの祭典実行委員会、公益財団法人新宿未来創造財団　共催: 新宿区　
後援: ブルガリア共和国大使館、ドイツ観光局、ドバイ政府観光・商務局、
ベルギー観光局ワロン・ブリュッセル、ANTOR在日外国観光局協議会、
独立行政法人国際交流基金　（順不同）
協賛: 株式会社ロッテ、株式会社韓国広場、株式会社花園万頭、
キリンシティ新宿三丁目店、株式会社フォトクリエイト　（順不同）
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください　※当日、駐車場・駐輪場は
使用できませんので、公共交通機関をご利用ください

　多様な文化が共存・共生するまち「新宿」から発信する多文化交流
フェスティバルです!
　当日の新宿文化センターは全館で異国文化が味わえるイベントが
盛りだくさん! 世界の踊りや音楽を体感してください。

大ホールと1階エントランス▶ 民族舞踊・伝統芸能のステージ
4階会議室▶ 異国文化が体験できるワークショップ
3階小ホール▶ 民族音楽のパフォーマンス
屋　外▶ 外国料理が味わえるケータリングカーの出店

 手　工　芸　展
　陶芸、木彫、木目込み人形、刺

し しゅう

繍、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

も同時に展示します
展示期間: 11月16日（金）～18日（日）　各日9時～18時（最終日は
15時まで）

 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）　各日9時～21時30分

会場: コズミックセンター

　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）　各日9時～21時30分

 短歌・俳句・川柳受賞作品展
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）

日時: 11月25日（日）　11時～17時
会場: 四谷区民ホール（内藤町87、四谷区民センター　9階）

 い　け　花　展

日時: 11月18日（日）　①11時～12時　②13時～14時
定員: 各14名（多数抽選）
参加料: 各800円（別途花代実費）
申込み: 11月12日（月）必着。往復はがきに記載例（6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

いけ花体験教室

　新宿区花道茶道協会・花道部会員および一般公募の
方々がいけた作品を展示します。
　また、展示最終日には「添え釜」も開催します。
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（無料お茶席）： 11月18日（日）　11時～15時　※先着
100名

　楽器や謡
うたい

による心に響く邦楽がお楽しみいただ
けます。公演前には「和楽器体験教室」も開催。ぜ
ひ伝統の楽器にふれてみてください。

　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「剣詩舞」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、日本人の魂を揺さぶる
伝統芸能に触れてみませんか。
　※ 区内在住・在勤の吟

ぎん

詠
えい

愛好家の飛び入り参加
も受け付けます

 邦楽のつどい

 吟
ぎ ん

剣
け ん

詩
し

舞
ぶ

のつどい

問合せ: 文化交流課 ☎03-3350-1141

※「いけ花体験教室」以外は　　  です無料

※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

無
　料

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

フレッシュ名曲コンサート
ヴェルディ生誕200周年記念

※詳しくは8面へ⇒

La Traviata椿姫

平成25年3
月16日（土）

公演決定！

11月5日号
次号は12月5日発行です。平成24年11月5日 第46 号

発行:      公益財団法人新宿未来創造財団　〒169-0072東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックセンター内
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9時〜
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林芙美子記念館 
庭園鑑賞会と絵手紙講座
　小さな秋を絵手紙にして、大切な人に届けてみませんか。
　一年のうちで最も美しい姿となる記念館の庭園をモチー
フに、絵手紙を制作します。乾拓（水を使わずに「拓本」
を取る技法）の技法も取り入れながら、初心者の方にも分
かりやすく説明します。絵の具をお持ちでない方には貸し
出します。
日時: 12月3日（月）　10時～12時30分　
※雨天時はアトリエなど屋内で行います
会場: 林芙美子記念館（中井2-20-1）
講師: 西村正代（日本絵手紙協会公認講師）
定員: 30名（多数抽選）
料金: 400円（材料費込み）
申込み: 11月21日（水）必着。往復はがきに記載例（6面）の
とおり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

新宿歴史博物館
　秋のお茶会
　お待たせしました。「秋のお茶会」を開催しま
す。どなたでもお気軽にご参加いただけます。
秋のひとときをゆったりとお過ごしください。
日時: 11月18日（日）　10時～15時　
会場: 新宿歴史博物館　地下1階中庭
定員: 先着50名
料金: 300円（抹茶・お菓子）
協力: 藤の会（江戸千家流）
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

新宿歴史博物館　協働企画展記念講演会

第 2 弾 !  「西洋古典名著、蒐
しゅう

集
しゅう

のお勧め」
　洋古書の世界をリードしてきた雄松堂書店。
長年にわたる洋古書蒐集の体験談などを織り交
ぜた講演会です。
日時: 12月2日（日）　10時～12時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 新田満夫（東京商工会議所新宿支部前会長、
株式会社 雄松堂書店代表取締役会長）
定員: 60名（多数抽選）
料金: 無料　※ただし、開催中の協働企画展「新宿
を支える企業の歴史」の観覧券の半券が必要です
申込み: 11月16日（金）必着。往復はがきに記載
例（6面）のとおり記入し、学芸課へ。受信可能な
FAXがある場合は 03-3359-5036へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

雄松堂書店による「古書 特別展示」
　講演会終了後、同書店が有する縮

ちり

緬
めん

本
ぼん

などの貴重古書を一日限りで特別展示します。
ぜひお立ち寄りください。
日時: 12月2日（日）　13時～16時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
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

●ひとくちメモ●
縮緬本とは…印刷済みの和紙を縮緬のように
加工して作った図書です。日本の風俗や伝統
文化を題材とした絵本は、外国人の日本のみ
やげとして人気がありました。

　東京商工会議所新宿支部に加入している、15社の
役員企業の歴史を物語る資料約80点を展示していま
す。武者小路実篤が新宿高野に贈った色紙、伊勢丹
社員が着た丸伊のハッピ、店舗・店内の昔の写真など
懐かしいものばかりです。
会場: 新宿歴史博物館　地下１階企画展示室（三栄町22）
展示期間: 開催中～12月24日（月・振休）
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（入館は19時30分）まで開館
休館日: 第2・4月曜日（祝日・休日の場合は開館し、翌日
休館）
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
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
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

新宿歴史博物館　協働企画展　
東京商工会議所新宿支部 創立50周年記念

第3回 新宿区伝統芸能
　　　　 フェスティバル
五穀豊穣・技と雅
　新宿区内外の民俗・伝統芸能
をはじめ、新宿区名誉区民の洗練
された伝統芸能の技の数々を披露
します。
■ 第1部
　◆ 神楽坂をどり（新宿区地域文化財）
　◆  萩原社中 里神楽（新宿区指定無形民俗文化財）
　◆  小

お ご う ち

河内の鹿
か し ま お ど り

島踊（国指定重要無形民俗文化財・奥多摩町）
　◆ 戸塚囃子（新宿区指定無形民俗文化財）
■ 第2部
　◆  日本舞踊家　西川扇藏氏
　　（新宿区名誉区民・重要無形文化財保持者〈人間国宝〉）
日時: 11月23日（金・祝）　
13時開演（12時30分開場）
会場: 四谷区民ホール

（内藤町87、四谷区民センター　9階）
定員: 450名（当日先着順）
料金: 一般300円、中学生以下無料
共催: 新宿区、新宿区教育委員会
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

楽しみながら日本の伝統に触れる
　　　伝統工芸講座 「つまみかんざし体験」
　薄い小さな絹の布をピンセットを使って表現する、江戸時
代から伝わる「つまみかんざし」の技法。お正月のお飾りにも
ぴったりな鶴と蝶を作ります。
　繊細で美しい“絹の花びら”つまみかんざし制作に挑戦しま
せんか。
日時: 12月9日（日）　14時～16時（受付13時30分）
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 石田毅司（新宿ミニ博物館 「つまみかんざし博物館」つま
みかんざし職人）
定員: 30名（多数抽選）
料金: 2,700円（材料費込み）
申込み: 11月27日（火）必着。往復はがきに記載例（6面）のと
おり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

第4回 歴史・文化探訪 「大名屋敷を歩く」
　新宿区内に広大な敷地を占めていた尾張徳川家の上屋敷跡から下屋敷跡までを歩きます。
日時: 12月9日（日）　9時～12時
見学場所（予定）: 尾張徳川家上屋敷
跡→自證院→西光庵→観音庵→戸
山山荘跡→川田久保松平家屋敷跡　
約2.5km
解説: 新宿歴史博物館史跡
ガイドボランティア
定員: 60名（多数抽選）
料金: 400円（資料代含む）
申込み: 11月30日（金）必着。
往復はがきに記載例（6面）のとおり
記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　
☎03-3359-2131

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 第11回大会開催記念
東京2020オリンピック・パラリンピック招致関連写真展
～ もう一度! 東京オリンピック ～
　日本中が熱い歓声に包まれた昭和39年（1964）の東京オリンピック当時の新宿
区内の様子を紹介する写真展です。

※展示初日・最終日は、時間が変更になる場合があります
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
後援: （特非）東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

ナポレオン書簡（雄松堂書店蔵）

追分だんご「だんちゃん人形」（個人蔵）

武者小路実篤色紙（新宿高野蔵）

好評開催中!

巡回場所 展示期間 〔開館時間〕 期間中の休館日

新宿区役所本庁舎 11月22日（木）～28日（水）
　〔8時30分～17時〕 土日・祝日

新宿歴史博物館
展示中～平成25年1月27日（日）
　〔9時30分～17時30分
　　　（入館は17時まで）〕 

11月12日（月）・26日（月）、
12月10日（月）、
平成25年1月15日（火） 
※12月25日（火）～1月3日（木）は
　燻蒸作業、年末年始のため休館

コズミックセンター 展示中～11月19日（月）
　〔8時30分～22時〕 11月12日（月）

新宿文化センター 11月28日（水）～12月21日（金）
　〔9時～22時〕 12月11日（火）

四谷区民センター 12月5日（水）～21日（金）
　〔8時30分～22時〕 なし

牛込簞笥地域センター
1階 エントランスホール

平成25年1月16日（水）～22日（火）
　〔7時30分～22時〕 なし

榎町地域センター 11月8日（木）～22日（木）
　〔9時～21時45分〕 なし

若松地域センター 平成25年1月10日（木）～29日（火）
　〔9時～21時45分〕 なし

大久保地域センター 展示中～11月8日（木）
　〔9時～21時45分〕 なし

落合第一特別出張所
エントランス

平成25年1月10日（木）～29日（火）
　〔8時30分～21時45分〕 なし

落合第二特別出張所
エントランス

11月19日（月）～12月5日（水）
　〔8時30分～21時45分〕 11月25日（日）

新宿を支える
企業の歴史

西川扇藏

戸塚囃子

萩原社中 里神楽

「戸山荘図」より鳴鳳渓

必見!
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Recruiting Students for Shinjuku 
City Japanese - Language Classes.
（January through March）

Calling all foreigners! Want to try 
traditional games of Japan? 
Come try our “Nihon no asobi 
taiken” for foreigners

Let’s learn basic Japanese necessary for 
everyday life. If there is an opening in the class, 
you can join even in the middle of the term.

Experience culture and enjoy traditional 
Japanese games like “otedama” and “karuta”! 
We’ve also prepared “matcha” green tea, hand-
made sweets and “anesama-ningyo” dolls.

Period: Weekdays, January through March 2013. 
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: 1,500 yen 
　　 Classes that meet twice a week: 3,000 yen 
To Apply: Complete an application form and send it 
to the Cultural Exchange Division by mail or facsimile

（ 03-3350-4839）by Dec.11（Tue）. 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 ）.
※All applicants will be notified of the results by postal 
　mail by Dec. 21(Fri).

Date and time: Dec 8 （Sat） 13: 30 – 16: 00
Location: Japanese Conference Room, Shinjuku 
Bunka Center （Shinjuku 6-14-1, Shinjuku-ku）
Instructor: Shinjuku-Ku Jyosei Kaigai Kensyuusya no 
Kai
Eligibility: Foreign nationals and those interested in 
exchange with foreigners
Capacity: 25 （in order of application）
※ If capacity exceeded, foreigners given priority
Fee: 300 yen
Hosted by: Shinjuku-Ku Jyosei Kaigai Kensyuusya 
no Kai
To apply: Contact the Cultural Exchange Division by 
phone or fax （ 03-3350-4839） by Nov 30 （Fri） with 
the following : ① name （furigana） ② sex ③nationality 
④ address ⑤ phone number.

开讲期间: 2013年1月～3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点30分～11点30分

【下午班】 18点30分～20点30分
 （下午班仅限周一和周四）
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（共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1,500日元，
          每周2次的教室3,000日元
申请: 12月11日（周二）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）。
※结果会在 12 月 21 日（周五）之前，向
　全体申请者以邮寄方式通知。

日期:  12月8日（周六） 13时30分～16时
会场: 新宿文化中心 和式会议室（新宿区
新宿6-14-1）
讲师: 新宿区女性海外研修者会
对象: 外国籍者或与外国人交流有着浓厚
的兴趣者
定员: 25名（以先到为序）
※申请人人数较多时，优先考虑外国人。
费用: 300日元
共同主办: 新宿区女性海外研修者会
申请: 到11月30日（周五）为止，请以电
话或传真（ 03-3350-4839）把 ①姓名

（平假名） ②性别 ③国籍 ④地址 ⑤电话号
码告知给文化交流课。

개강기간: 2013년1월～3월의　평일. 
「주 1회교실」과「주 2회교실」이　
있습니다.　
※요일은　장소에　따라　다릅니다.
학습시간: 【오전반】9시 30분～11시 30분
【저녁반】18시 30분～20시30분
 （월요일과　목요일에만　있음）
장소: 신주쿠다문화공생플라자（신주쿠구
　카부키쵸 2-44-1 하이지아 11층）를
　포함한　신주쿠구내 10곳（12교실）
대상: 입문초급레벨. 일상생활에서　일
본어를　필요로　하는분. 
※단   중학생이하는   참가할   수   없습니다.
정원: 각　교실별로 20명정도
요금: 주 1회교실1,500엔
        주 2회교실3,000엔
신청: 12월11일（화）필착. 신주쿠문화
센터, 신주쿠다문화공생플라자, 신주쿠구
청　외국인상담창구　에서　배포하고있
는「신청용지」（재단홈페이지에서다운
로드가능）에　필요사항을　기입하여　
우송　또는팩스（ 03-3350-4839）
를　통해　문화교류과로（각　창구에서
　직접　신청할　수도　있습니다）.
※결과는 12월　21일（금）까지　모든
　신청자에게　우편으로　알려드립니다.

일시: 12월8일(토)  13시30분~16시
장소: 신주쿠  문화센터  와회의실  (신주
쿠구  신주쿠  6-14-1)
강사: 신주쿠구  여성해외연수자의  모임
대상: 외국  국적자, 외국인과의  교류에  
관심이  많은  분
정원: 25명(선착순)
※ 응모다수의경우, 외국인분을  우선으

로  합니다.
요금: 300엔
공동주최: 신주쿠구  여성해외연수자의  
모임
신청: 11월30일(금)까지  전화  혹은  팩
스( 03-3350-4839)로  ①이름(후리
가나)  ②성별 ③국적 ④주소 ⑤전화번
호를  문화교류과로통지해주십시오

3学期（1月～3月）特大招生！
新宿区日语教室

各位外国朋友，不想来体验一
下日本古老的游戏吗？
为外国人举办的

『日本游戏体验』

　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。

　通过玩一下日本古来就有的豆袋和
歌留多游戏,愉快地感受一下日本的文
化吧！有抹茶和自制的点心、并且还
准备用和纸制作的女性人偶民间艺品
来等待着大家！

제3학기（1월～3월）
학습자　대모집!
신주쿠구　일본어교실

외국인  여러분, 일본의  전통  놀이
를  체험해  보시지  않겠습니까?
외국인을  위한
『일본의  놀이  체험』

　일상생활에　필요한　초급　일본
어를　익힙시다. 교실에　자리가　
있으면　도중이라도　참가할　수　
있습니다.

일본에서  옛부터  내려오는  오테다마
(공기  놀이)와  카루타(카드  놀이)를  
하며  즐겁게  일본문화를  체험해  봅시
다!  맛차와  수제과자, 각시인형도  준
비하여  여러분을  기다리고  있습니다.
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　　　  「親子で楽しむ手作りクリスマスリース」
　お子さんと一緒にクリスマスリースを作ってみませんか? だれでも簡単に豪華な
リースが作れます。手作りリースを飾ってクリスマスを盛り上げましょう! 
日時: 12月1日（土）　10時～12時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂（三栄町22）
講師: 石丸悠子（株式会社 東京堂）
対象: 小中学生とその保護者　
※小学4年生以上は1名で参加可（保護者のみは不可）
定員: 30名（多数抽選）　料金: 700円（材料費込み）
協力: 株式会社 東京堂
申込み: 11月21日（水）必着。往復はがきに記載例（6面）のとおり記入し、学芸課へ。
受信可能なFAXがある場合は 03-3359-5036へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　東日本大震災を風化させないための取り組みとし
て、早稲田小学校の生徒たちが「メッセージ入りキャ
ンドル」を作ります。
　この教室にボランティアとして参加し、キャンドル
作りの手伝いをしながら、みんなで震災やエコについ
て考えるきっかけをつくろう!
　このボランティア体験に参加して「アトム通貨」を
ゲットしよう!
日時: 12月8日（土）　13時～16時30分
会場: 新宿区立早稲田小学校（早稲田南町25）
講師: アトム通貨実行委員として活動する早稲田大学
生のみなさん
対象: 中学生・高校生（区内在住・在学の方優先）
定員: 15名（定員になり次第締め切り）
協力: アトム通貨実行委員会　早稲田・高田馬場支部
事務局
その他: ボランティア体験参加者に「アトム通貨」を進
呈します
申込み: 11月28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（6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
●アトム通貨
早稲田・高田馬場で生まれた地域通貨で、アト
ム通貨加盟店で使用することができます。

アトム通貨プロジェクト
「キャンドル教室」
運営ボランティア体験
中学生・高校生体験事業

夏休み子ども講座「絵日記コンテスト」の 
作品を展示しています! 
◆全応募作品展示
【展示場所】 新宿歴史博物館　地下1階ホワイエ（三栄町22）　
【展示期間】 展示中～11月25日（日）
※毎月第2・4月曜日休館（祝日の場合はその翌日）
【展示時間】 9時30分～17時30分（入館は17時まで）
◆入賞作品展示
【展示場所】 林芙美子記念館　
石蔵ギャラリー （中井2-20-1）
【展示期間】 12月1日（土）～28日（金）
 ※毎週月曜日休館（祝日の場合はその翌日）
【展示時間】 10時～16時
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

光センサーを利用した
電子回路を作ろう! 

　光センサー、LED、トランジスタなどの電子部
品を使って、電子回路工作に挑戦してみよう。
　暗くなると自動でLEDが点灯し、次々と色が
変化するイルミネーションになります。
日時: 12月8日（土）　
①10時～12時　②13時30分～15時30分
会場: 早稲田大学　西早稲田キャンパス　
電気工学実験室（大久保3-4-1）
対象: 区内在住・在学の小学生優先
定員: ①小学3・4年生（5・6年生も可）　25名　
②小学1・2年生（保護者同伴）　25組　
※ともに多数抽選
料金: 600円（材料費込み）
連携: 早稲田大学理工学術院
申込み: 11月20日（火）必着。往復はがきに記載
例（6面）のほか、学年を記入し、子ども・地域課
へ。受信可能なFAXがある場合は 03-3209-
1833へ
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

子ども
講　座子ども未来講座

科学教室

3
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　☎03-3350-1141　■Inquiries  Tel: 03-5291-5171（1st,3rd,and 5th Wednesdays; Thursdays; and 3rd  Fridays 10a.m. to 12 noon and 1 to 5p.m.）
■使用汉语的咨询　电话 : 03-5291-5171( 周二・周四  上午 10 点～12 点 / 下午 1 点～5 点 )　■한국어문의　전화 : 03-5291-5171( 월요일 오후 1 시～5 시、금요일 오전 10 시～12 시 / 오후 1 시～5 시 )

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


広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

♪ 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

午前の部10:00～11:30 10人
午後の部13:00～14:30 10人平成24年11月29日(木)

共催：NPO法人シニアSOHO普及サロン・三鷹 iPad研究会

ご参加は親子またはおじいちゃん・おばあちゃんと
ご兄弟姉妹でも、シニアの方お一人でもOK

【 会 　場 】公営社第2ビル
        　　    東京都新宿区百人町2-21-29
【参加人数】午前 ＆ 午後　各10名様
  ★予約はお電話でお受けします

電子メール　k-info@koueisha.co.jp

 4回目

シニアのための

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

oe23Z™講座

新年度から、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!
平成25年度 第1回 区民プロデュース事業 企画運営団体募集

星空コンサート

Starry Sky Special Live Set
　ジャンルも国境も飛び越える鬼才、Hidetake Takayamaが
レガスプラネタリウムでスペシャルライブ開催!
日時: 12月15日（土）　18時（17時30分開場）～20時
出演: Hidetake Takayama
曲目: 『Express feat.Silla』（mun）『Sam Ock』『Believe』　ほか
※曲目は変更になる場合があります
対象・定員: どなたでも　140名　
料金: 全席自由　1,500円　※未就学児の同伴不可
購入: 販売中～売り切れまで　【電話予約】学習・スポーツ課　☎03-3232-5121　
※チケットはご予約後、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～17時）

　地域の活動や、学校の授業で、「宇宙」を使ってみませんか?
内容: 【午前】講演1 「宇宙教育について」　講演2 「宇宙航空分野の専
門家による講演」　 【午後】選択コース　A 社会教育基礎コース　B 活
動実践基礎コース
日時: 12月1日（土）　9時30分～17時　会場: コズミックセンター　
5階研修室　対象: 18歳以上（高校生を除く）で宇宙教育に興味のある
方、既に活動されており社会教育の基礎知識を学びたい方、宇宙教育
リーダーの登録期限が過ぎ、更新される方
※ただし、午前の講演については中学・高校生も申し込み可
定員: 【午前】100名　【午後】各40名　※ともに定員になり次第締め切
ります　その他: 昼食は各自ご用意ください
申込み: 先着順。11月25日（日）まで。JAXA宇宙教育センターのホーム
ページ「イベント応募フォーム」（https://edu.jaxa.jp/event/264/）から
直接お申込みください　※申込み時にいただいた個人情報は、JAXA宇
宙教育センターおよび財団が保有し、本セミナーの運営および今後の催
事案内などに使用します
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というお話や、「かぐや姫」の物語を投影します。
投影日: 11月10日（土）・18日（日）・24日（土）
投影開始: 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: 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

小鼓で楽しむ日本の音・日本の正月
新宿小鼓の会

初回に初歩の稽古、2回目に打ち始めを体験
する講座。能楽の歴史と鑑賞のポイント解説
で教養が身につきます。初心者歓迎。
① 第1回　12月24日（ 月・ 振 休 ）　14時 ～
15時30分／第2回　平成25年1月5日（土）
14時～16時30分／全2回　②20名（成人　
※親子可（子のみの参加不可））　③戸塚地域セ
ンター　和室　④全回5,000円（うち教材費
3,000円）　※親子で参加する場合、子どもは
教材費のみ　⑤12月15日（土）

みんな集まれコンサート
てのひらげきじょう  〈イベント〉

乳幼児にこそあそび。うたの音楽をシャワー
のようにふりかけてあげたい。それが豊かな
心と体の発達となります。
①12月2日（日）　14時～16時　
②50名（乳幼児以上）　
③戸山生涯学習館　
④大人1,000円・子ども（3歳以上）500円　
⑤11月20日（火）

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

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、または受信
可能なFAXがある場合は 03-3209-1833
へ記載例（6面）のほか、「企画運営団体名」を記
入し、学習・スポーツ課へ　
問合せ: 学習・スポーツ課　
☎03-3232-5121

事 前 説 明 会 
　応募される団体を対象に事前説明会を開催
しますので、希望団体は開催日前日までに
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: 11月14日（水）　①13時30分～　　
②19時～
会場: コズミックセンター　3階大会議室
※ ご都合がつかない場合には別途、個別に説

明します

区民プロデュース事業

講座・イベント 参加者募集

日時: 12月6日・13日（ともに木曜日）　13時～15時　全2回
会場: 西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）
講師: 大橋秀子
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　24名（多数抽選）
料金: 800円（別途材料費3,000円がかかります）　
申込み: 11月26日（月）必着。往復はがきに記載例（6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

　初めて確定申告する方でも申告書が作成できるよう、申告書の書き方や確定申告のポイント
を解説!! 
　節税ワザやよくある間違いなど、毎年確定申告をする方にも役立つ情報が満載です。
日時: 12月1日（土）　10時～12時
会場: 戸山生涯学習館　1階ホール（戸山2-11-101）
講師: 大林善次（大林公認会計士事務所）
対象・定員: 区内在住・在勤の方優先　40名（多数抽選）
申込み: 11月20日（火）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（6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

　「子育て」や「退職後」など、さまざまなライフステージに合わせたマネープランを考え、金融や
証券に関するトラブルを防ぐための講座です。
　今回は、全20回ある「経済・証券講座」のうち、9～12回目の4講座を募集します。

全20回中 テ　ー　マ 日　時

9 回目 証券投資入門講座⑤ ～ 決算書の見方 ～ 11/10（土）　10:00～12:00

10 回目 証券投資入門講座⑥ ～ 会社情報誌の見方 ～ 11/10（土）　13:00～15:00

11 回目 退職後の経済生活設計 11/24（土）　10:00～12:00

12 回目 子育て世代のマネープラン 11/24（土）　13:00～15:00

会場: コズミックセンター　５階中研修室
対象・定員: どなたでも　60名（先着順）
連携・協力: NPO法人投資と学習を普及・推進する会
申込み: 事前に電話もしくはFAX（ 03-3209-1833）で、氏名、住所、電話番号、参加希望回

（9・10・11・12回目のいずれか）を学習・スポーツ課までお知らせください　
※定員に達していない場合に限り前日まで予約可
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

おとなの経済・証券講座

“Asterism” 

release tour  年末・年始の飾りは手作りで!!　

リースと干支飾り

知らなきゃ損!!  確定申告2013

宇宙が子どもたちの心に火をつける　

宇宙教育指導者セミナー 
ベーシックコース新宿会場  
参加者募集

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4月1日（月）～平成26年3月31日（月）
助成対象となる回数・上限額:【講座型】 年間20回まで・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最大10万円　※講座型とイベント型の重複申請はできません
応募方法: 12月14日（金）17時必着。所定の申請用紙に必要事項を記入し事前予約のうえ、コズ
ミックセンター窓口（平日9時～17時）まで直接、お持ちください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

　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
当財団が助成金を支給します。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。 

　シックな色合いのドライフラワーを組み合わせて作るリースは、一年中飾れま
す。来年の干支のしめ縄飾りは、思わず「カワイイ!」と声がでるデザインです。
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 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

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。

☆末高明美ピアノ教室☆　☎3388-6064
初歩〜受験まで　体験あり　新井薬師駅５分

「童話の森アフタヌーンコンサート」で検索
♪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
☆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
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
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

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/
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

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/

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
一貫校中高校生　英・数学習会　設立1995
ICCE高田馬場 ℡：3954-8721 月会費5000円〜
メール：e_nakamagakushu@yahoo.co.jp

高い合格実績を誇る英検専門塾
専任プロ教師の徹底指導が合格へと導く！
難関高校・大学受験対策／大人の旅行英会話
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

ラボ子ども英語（物語・国際交流・絵本）
水〜土曜日　西新宿クラス／幼児〜大学生
TEL 03-3373-4494（ホウジョウ）
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　その他書道華道ピアノ文章古典
シャンティ・ハタ・ヨガ　今なら体験￥500
心と体をリフレッシュ！　少人数制　丁寧指導
日曜11:00〜12:30　吉田　090-9306-0428
ますぶちくみこバレエスタジオ　高田馬場
パソコンを活用する会　☎03-3366-4494

知らなきゃ損する活用だけを最短で学ぶ会
新宿区立地域センターや喫茶店で活動

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/

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
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
X'masを現代生け花で華やかに。幼児〜シニア
月・火・金・応相談。早稲田・若松河田５分

韓国語教室　初心者大歓迎　高田馬場
ソウル出身の講師マンツーマン指導
koreanstudy8@gmail.com 09077171577
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
11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

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、会議もできる
大久保駅徒歩１分 1500円/H〜
http://maik1.web.fc2.com/ ℡03-5937-2345

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
ファンファンエクササイズクラブ　中野駅近
健康スポーツ教室参加者募集　03-6869-3754
http://www.funfun-exercise.com/

カラオケ（月２回）生き生き会他
新宿区役所近く、または、新宿西口駅１分
連絡は午後６時以降に　☎３３７３－７２６０

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

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

粋・艶・華　恋糸の会　早稲田駅歩３分
小唄月2回3500円　唄と三味線月3回6000円火
水土pm1:30〜初心者歓迎！09049472012 冨田
行政書士暮しの法務相談会　☎03-5925-8896
遺言相談・債務整理・一般民事・外国人・不動産
11月24日（土）13:00要予約・資料代1000円
コズミックセンター3F会議室けやきの会田中

募　集

やわらかいバレーボールを 
使うので痛くない!

「新宿区ソフトバレーボール大会」 
出場者募集!
　初心者やお子さまも楽しめます。小中学生
やファミリーでの参加大歓迎!
日時: 12月15日（土）　9時〜15時20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・在学で小学生以上の
方または区バレーボール連盟登録者
種目: 男女混合の部（コート内男子2名以内　
　　　※小中学生は性別は問いません）　
　　　レディースの部　 
※ いずれも4人制（1チーム8名までエント

リー可）
※ 個人参加の方は大会当日、個人参加者同士　

でチームを編成します
参加料: 団体参加1チーム1,000円　個人参
加1名200円　※申込時にお支払いください
申込み: 12月3日（月）までに、コズミックセ
ンターで配布の申込書（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、コズミックセンター窓口へ
※ 窓口受付は9時〜19時。ただし、土日・祝

日と休館日の11月12日（月）は16時30分
まで

その他: 毎週火曜日の夜間（19時〜21時45
分）に、「ソフトバレーボール」のフリー教室

（高校生以上400円、中学生以下100円）を
開催していますので、ぜひご利用ください　
※ ご参加の際は必ず室内用運動靴をお持ちく

ださい
協力: 区バレーボール連盟
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

区民総合体育大会

「グラウンド・ゴルフ」 
出場者・チーム募集!
日時・会場: 11月17日（土）　9時〜・
戸山多目的運動広場（戸山3-2）
※予備日12月1日（土）　西戸山公園野球場 
   （百人町4-1）
種目: 個人戦、団体戦
参加資格: 区内在住・在勤の方または区グラ
ウンド・ゴルフ協会登録者
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: 11月13日（火）までに、電話または
FAXで区グラウンド・ゴルフ協会　川上明信

（☎ 03-3352-9664）まで　
※ 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

主管: 区グラウンド・ゴルフ協会
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

障がいのある方も楽しめる!

3B体操体験
　障がいのある方もない方も楽しめる3B体
操。レベルに合わせた指導で、どなたでも楽
しめる教室です。気軽に参加してみてくださ
い。仲間作りにもピッタリです!
日時: 11月15日（木）　13時30分〜14時30分
会場: コズミックセンター　地下1階小体育室
対象: 区内在住・在勤・在学で知的障がいのあ
る方（家族・介助の方の同伴可）
定員: 40名（定員になり次第締め切ります）
料金: 100円
申込み: 11月10日（土）必着。往復はがき・電
話・FAX（ 03-3209-1833）のいずれかで記載
例（6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

障がいのある方ためのスポーツ教室 

みんなでピンポン!  
障がい者卓球教室
　初心者から上級者まで、レベルに合わせ
た指導で、どなたでも楽しめる教室です。ひ
とつの卓球台を3～4名で利用するので仲間
作りにもピッタリ!
日時: 11月24日、12月1日・8日（いずれも
土曜日）　10時〜11時30分　全3回
会場: コズミックセンター　２階大体育室
講師: 区卓球連盟
対象: 区内在住・在勤・在学で障がいのある方

（家族・介助の方の同伴可）
定員: 30名（定員になり次第締めります）
料金: 全300円
申込み: 11月15日（木）必着。往復はがき・電
話・FAX（ 03-3209-1833）のいずれかで記
載例（6面）のほか、障がいの種類、介助者・車
イス利用の有無を明示し、学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

① �NPO法人新宿区ウオーキング協会  第93回例会 

井の頭公園 
文学の歴史めぐりウォーク　約10km

日時: 11月13日（火）　8時40分〜9時受付　正午解散予定
コース: 井の頭公園野外ステージ前（集合）→井の頭弁財天→
万助橋→山本有三記念館前→太宰治文学サロン→禅林寺→八幡神社
→堀合遊歩道→玉川上水→桜橋→独歩の森→武蔵境駅前

（ゴール）
集合: 井の頭公園野外ステージ前（JR中央線・京王井の頭線「吉
祥寺駅」公園口出口）
解散: 武蔵境駅前（JR中央線「武蔵境駅」）
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 
礫川公園から浅草ウォーク　約8km

日時: 11月21日（水）　8時40分〜9時受付　正午解散予定
コース: 礫川公園（集合）→本郷三丁目→東大附属病院前→
不忍池通り→上野駅前→稲荷町→東京本願寺裏→雷門→浅草寺

（ゴール）
集合: 礫川公園（都営地下鉄大江戸線・三田線「春日駅」、東京
メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」）
解散: 浅草寺（都営地下鉄浅草線・東京メトロ銀座線「浅草駅」）
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 

歩く習慣をつけようウォーク　約3km
日時: 11月28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）→大久保特別出張所→
若松特別出張所→抜弁天→新宿文化センター→大久保公園（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」、JR山手線ほか各線「高田馬場駅」）
解散: 大久保公園（西武新宿線「西武新宿駅」、JR山手線「新大久保
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に。運
動しやすい服装（スカート不可）・運動靴でお越しください。
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

おめでとうございます!　平成24年度 都民生涯スポーツ大会結果
　去る9月2日、東京辰巳国際水泳場で行われた都民生涯スポーツ大会「水泳競技」で、
多くの新宿区選手が優秀な成績を収めました。優勝されたみなさまをご紹介します。

【男子】
　200ｍ 個人メドレー　　 早川啓
　100ｍ 自由形　　　　　 西原康文
　50ｍ 背泳ぎ　　　　　　太田雅剛
　50ｍ 平泳ぎ　　　　　　齋藤雄一
　50ｍ 平泳ぎ　　　　　　西原康文
　50ｍ バタフライ　　　　佐藤和宏

問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

【女子】
　50ｍ 背泳ぎ　　　　　糸川方子
　100ｍ 背泳ぎ　　　　 糸川方子
　50ｍ 平泳ぎ　　　　　谷口貴子
　100ｍ 平泳ぎ　　　　 谷口貴子
　50ｍ バタフライ　　　北見志津子
　100ｍ バタフライ 　　 仲川みどり
　　　　　　　　　　　 （いずれも敬称略）
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〒160-0022　東京都新宿区新宿6-7-1 
エルプリメント新宿204　湯島山手法律事務所
TEL 050-1103-9271　FAX 03-5379-8482

）（

〈予約専用アドレス〉
soudan@yushimayamatelaw.jp

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

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!
11月13日（火）  20日（火）  25日（日）
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

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

みるっく 11月
の展示

ギャラリーオーガード

Ｊ
Ｒ
新
宿
駅

西武
新宿駅

歌舞伎町

新宿区役所

スタジオ
アルタ

新宿西口駅 靖 国 通 り

都営地下鉄
大江戸線

ギャラリーオーガード

東京メトロ
丸ノ内線

新宿
三丁目駅

伊勢丹新宿通り

明
治
通
り

展示中〜11月21日（水）
新宿フィールドミュージアム
11月22日（木）〜12月27日（木）
平成24年度 第32回障がい者作品展
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

大

久

保

　新宿区内を「新宿駅周辺」「四谷」「高田馬場・早稲田・
大久保」「落合」「神楽坂」の５つの地区に分けて紹介。
主な見どころのほか、地域の豆知識コラムや特色につ
いての記事もあり、どなたでも楽しめるマップです。
新宿歴史博物館、コズミックセンター、新宿文化セン
ター、各生涯学習館など、新宿区内の公共施設を中心
に無料で配布しています。
　また、12月までに英語版、中国語版、ハングル版も
それぞれリニューアルする予定です。

　2011年3月に発生した東日本大震災に伴う休館により使用・参加できなかった施
設の使用料およびチケット代の払い戻しを受け付けています。返金処理がまだ終了
していない方はお手続きをお願いします。
還付対象: 

【施設利用料】 コズミックセンター、大久保スポーツプラザ、新宿文化センター、生涯学習館の各施設
【公演チケット代】 新宿文化センター主催公演「戦争レクイエム」・「ジャズまつり」
手続き期間: 平成25年2月末まで　
※上記手続き期間内にお手続きをお願いします　※来館前にお電話でのご連絡をお願いします
問合せ: 経営課　☎03-3232-7701

東日本大震災に伴う休館による施設使用料・
チケット代の払い戻しについて

『歩きたくなるまち 新宿観光マップ
 （日本語版）』をリニューアル ! 

問合せ: 観光課　☎03-3359-3729

神楽坂は、今日も大にぎわい! 
赤城生涯学習館まつり

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

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 〜
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

新宿区生涯学習館まつり
※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

アクセス: 東京メトロ東西線「神楽坂駅」（1番出口）下車徒歩3分 ／ 都営地下鉄大江戸線「牛込神楽
坂駅」（A3出口）下車徒歩7分
主な施設: 講習室、レクリエーションホール、教養室A、教養室B、視聴覚室、和室
休館日: 毎月第2月曜日

アクセス: JR中央線「大久保駅」（北口）下車徒歩12分 ／ JR中央線「東中野駅」（東口）下車徒歩9分 
／ 都営地下鉄大江戸線「東中野駅」（A1出口）下車徒歩13分 ／ 関東バス（宿05）「北新宿」下車徒歩3分
主な施設: レクリエーションホール、学習室A、学習室B、視聴覚室、講習室（調理室）、和室
休館日: 毎月第4月曜日

　神楽坂駅から徒歩3分。人気の神楽坂商店街もす
ぐ近くにあり、区内在住の方はもちろん、在勤の方にも
うれしいロケーション。赤城神社の隣に位置し、静かな
学習環境が保たれているのも魅力のひとつです。

　図書館、児童館、ことぶき館が併設されている便利
な施設です。公園に隣接し、春には見事な桜の花も楽
しめます。料理のできる講習室と、茶の湯も愉

たの

しめる本
格的な和室などが好評です。

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

団体でも、個人でも、
学習・集会・文化活動などに利用できる !

赤城生涯学習館

北新宿生涯学習館

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
〒162-0817　赤城元町1-3　☎03-3269-2400

〒169-0074　北新宿3-20-2　☎03-3365-3541

コズミックセンター12月臨時休館日のお知らせ
　設備メンテナンスのため、次の期間は休場します。

■ プール・武道場 ⇒  12月10日（月）～14日（金）
■ 大体育室 ⇒  12月10日（月）～12日（水）
　　　　　　　　      12月25日（火）～31日（月）
■ その他体育施設・会議室 ⇒  12月10日（月）～12日（水）

※休館中は、レガスポ、各種講座・教室などもお休みとなります。
　詳しくは、コズミックセンターで配布中の予定表でご確認ください
※コズミックセンター1階事務所の営業時間は、
　12月10日（月）～12日（水）の間は17時までです

問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

　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、土壌改良したうえで園芸土として
リサイクルし、赤城ガーデニングクラブで使用します。

【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

や根などが多い場合にはお持ち帰り
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: 11月21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

（当日は、赤城生涯学習館　☎03-3269-2400）

　ミュージカルが大好きで集
まった仲間（小学生〜60歳
代）31名が最高に輝いたス
テージ。300名を超える来
場者の鳴りやまぬ拍手にアン
コールで応えた笑顔は、い
つまでも心に残ることでしょ
う。
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122 9月23日　四谷区民ホールにて

土

新宿ミュージカル講座修了発表会報告

生涯学習館

赤城ガーデニングクラブ 
第3回 不用園芸土の無料回収

土だって有効にリサイクル! 
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バラの文化史
1/12～ 2/2 全４回 9,500円

1/9～ 1/30 全４回 9,500円
相続による財の移転と相続税

1/9～ 1/30 全４回 14,000円
「八重の桜」と幕末・明治の歴史

1/12～ 2/2 全４回 14,000円
川　柳

1/19～2/16 全４回 14,000円
社会的企業を目指すワークショップ　入門コース

1/19～2/2 全３回 10,500円
仕事・日常で活用できるコーチング

1/12～3/2 全８回 18,000円
中国語中級Ａ

自分にあった学びを、早稲田で。

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

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。

[冬休み特別コース申込受付中!!]
テーマ：ミニ掃除機・オリジナルキャンドル

ふしぎなペットボトル
12/23・24・26・27・1/5・6・26・27のうち１日選択

＊こどもバイオ大賞応募作品募集中!!＊
＊本コース生徒募集中　無料体験入学受付中!＊

 

好 評 販 売 中 !

区民割引
 あり

主 催 公 演 の ご 案 内新 宿 文 化 セ ン タ ー

公 演
概 要

　▶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しくは、主催公演入場券購入方法（8面）をご覧ください　

　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!

　第一線で活躍する指揮者・ソリスト・オー
ケストラとともに、新宿文化センター大ホー
ルでの公演に出演します。たくさんの合唱
愛好家のご応募をお待ちしています。詳し
くは、財団ホームページをご覧ください。

第五回  新宿文化寄席

来
き す ぎ

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

桂  歌丸　三遊亭円楽  夢の二人会

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　☎0570-084-003 ［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

日時: 平成25年6月22日（土）　18時開演（予定）　会場: 新宿文化センター　大ホール　
指揮: 三ツ橋敬子　独唱: 未定　管弦楽: 東京交響楽団

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　

12／16
（日）

 11／8
（木）

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

新春名作狂言の会

　　　　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

初心者、男声歓迎! 
演奏会に参加する合唱団員を募集! 

ヴェルディ『レクイエム』合唱団

時間: 13時～15時（途中休憩あり）　会場: 地下1階展示室　出演: 足立真知子（司会進行・朗読・  
うた）　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）　ほか（予定）
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）
定員: 70名（応募多数の場合、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（6面）のほか、『ふれあい・わくわくコンサート』
と明記のうえ、文化交流課へ。受信可能なFAXがある場合は 03-3350-4839へ　
その他: 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
がいのある方は障がいの種類も記載してください

 12／2
（日）

1／31
（木）

平 成
25年

区 民 招 待 の ご 案 内

新宿交響楽団 第44回定期演奏会
日時: 12月2日（日）　14時開演（13時30分開場）　
　　　※静かに鑑賞することが難しいお子さまなどは入場をご遠慮ください　
曲目: イベール『モーツァルトへのオマージュ』、プロコフィエフ　組曲『キージェ中尉』、
　　　フランク『交響曲ニ短調』

会場: 新宿文化センター　大ホール　
申込み: 11月20日（火）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）に希望の公演名・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

募集

日時: 平成25年1月23日（水）から原則毎週水曜日
18時30分～21時　全30回程度　
※パート確認（初回）、パート別練習（金曜日）、
　指揮合わせ・オーケストラ合わせ（6月）を含む
会場: 新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
講師: 山神健志（合唱指導）
対象: 継続して練習に参加できる方（経験不問）　
定員: 200名程度（多数抽選）　
料金: 新宿区民の方12,000円、新宿区外の方
15,000円　※ともに楽譜・資料代などは実費負担
申込み: 12月21日（金）必着。参加申込書（新宿文
化センターで配布、財団ホームページからダウン
ロードも可）に必要事項を記入し、郵送もしくはE
メール（  apply@regasu-shinjuku.or.jp）で文化
交流課へ。なお、FAXでの応募は受け付けません
※平成25年1月12日（土）までに、申込者全員に
　当落の結果をお知らせします　
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　ときに甘く、切なく、バイオリンの音色が歌い上げます。
時間: 12時～13時　
会場: コズミックセンター　1階ロビー　
曲目: フォーレ『バイオリン・ソナタ ～ 第1楽章』
リスト『愛の夢』、モンティ『チャールダーシュ』　ほか　
※曲目および出演者は変更になることがあります　
対象: どなたでも　
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

ココロあたたまるクラシック 
～ ピアノ ＆ バイオリン  ～

日時: 11月23日（金・祝）　
　　　14時開演（13時30分開場）　
会場: 新宿文化センター　小ホール
料金: 無料
共催: 新宿区　
連携: 伊勢丹新宿本店　オカダヤ新宿本店　
後援: 繊研新聞社　新宿区観光協会　
　　　新都心新宿PR委員会
協力: 社団法人東京都服飾学校協会　
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　「夢みる国際都市」をテーマに、
一般公募による応募総数 508 点の
デザイン画の中から第一次審査で
15 点が選出されました。入選者が
実制作した作品をファッションコン
テストとして発表します。当日は、
来場者を対象とした、洋裁グッズが
当たる抽選会も実施します。

新宿ファッションフィールド2012

グランプリの栄冠は誰の手に?! 

時間: 19時開演　会場: 大ホール　
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　
購入: 【窓口販売】 新宿文化センター、コズミックセンター、新宿歴史博物館　

【電話予約】 新宿文化センター　☎03-3350-1141　【インターネット予約】 www.regasu-
shinjuku.or.jp　【プレイガイド】 チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：424-100］　

前回のようす

区民割引あり
当日券あり

11／20
（火）

11月のコズミックセンターロビーコンサート

7掲載申込：財団Web

 
芸 術

毎月20日は
ロビコン・デー

!

新春吉例

問合せ:  文化交流課（新宿文化センター内）　☎03-3350-1141

みんなで
楽しむ♪

開催間近!

申込み締切間近!

mailto:apply@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.ex-waseda.jp/
mailto:info@nobuyo-tsuchiya.com
http://www.nobuyo-tsuchiya.com/
http://www.sci-front.com/
mailto:info@kijin.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
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://eplus.jp/


コズミックセンター　12日（月） ／ 大久保スポーツプラザ　19日（月） ／ 新宿歴史博物館　12日・26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　5日・12日・
19日・26日（いずれも月曜日） ／ 新宿文化センター　13日（火） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉　12日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉　26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
▶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 

時間: 15時開演　会場: 小ホール　
出演: 佐山雅弘（ピアノ）　井上陽介（ベース）　川嶋哲郎（サックス・フルート）　
入場料: 全席指定　一般席3,000円、区民割引 2,500円　
購入:【窓口販売】 11月6日（火）〈発売初日〉　9時～　新宿文化センターのみ　
11月7日（水）　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】 11月7日（水）　9時～　文化交流課　☎03-3350-1141　
【インターネット予約】 11月7日（水）　10時～　www.regasu-shinjuku.or.jp　

日本を代表するジャズピアニスト・佐山雅弘が
新宿文化センターのためにスペシャルなトリオを結成! 

　リッカルド・ムーティ、プラシド・ドミンゴ
とも共演した人気ソプラノ歌手、サンドラ・
パストラーナが新宿文化センターに登場! 
　イタリアオペラ界でも活躍する園田隆一
郎指揮のもと、美貌と実力を兼ね備えたサ
ンドラ・パストラーナほか、実力派のソリスト
が有名アリアの数々を歌い上げます。贅

ぜ い た く

沢
な時間をお過ごしください。

　『スイングジャーナル』誌の人気投票でダントツ1位をキープした井上陽介
と川嶋哲郎を率いて、新宿文化センターだけの特別ステージをお贈りしま
す。どんなセッションを見せてくれるのか、乞

こ

うご期待! お見逃しなく!

　新宿文化センターの専属オルガニストが、フランス・ロマン派の二大
巨人ヴィドールとヴィエルヌの曲をお届けします。天才オルガン・ビル
ダー・カヴァイエコルが見い出したヴィドール、そしてその弟子ヴィエルヌ
が紡

つ む

いだシンフォニック・オルガンの軌跡をお楽しみください。

　60代になってそろそろ自分の時間が持てるように
なった方、思いきってクラシックを嗜

たしな

んでみてはいかがですか？ 
　テレビのCMや街中に流れていたBGMで耳馴染みの良い曲を、解説を交えて楽しくご紹介し
ます。当日は、指揮体験コーナー（人数限定）や全員合唱もあります。
　60代の方はもちろん、クラシックに興味がある方ならどなたでも年齢に関係なくご来場ください。 

時間: 15時開演　会場: 大ホール
出演: 園田隆一郎（指揮）　サンドラ・パストラーナ（ヴィオレッタ／ソプラノ）
西村悟（アルフレード／テノール）　上江隼人（ジェルモン／バリトン）
北澤幸（アンニーナ／メゾ・ソプラノ）　東京交響楽団（オーケストラ）　※合唱は出演しません
曲目: ヴェルディ  オペラ『椿姫』より抜粋／「前奏曲」、「乾杯の歌」、「ああ、そは彼の人か～花から花へ」、

「燃える心を」、「プロヴァンスの海と陸」、「パリを離れて」　ほか　
共催: 公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）　企画協力: 東京オーケストラ事業協同組合
入場料: 全席指定　S席5,000円、A席4,000円、A席区民割引 3,500円、B席3,000円　
購入: 【窓口販売】 11月15日（木）〈発売初日〉　9時～　新宿文化センターのみ　
11月16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】 11月16日（金）　9時～　文化交流課　☎03-3350-1141　
【インターネット予約】 11月16日（金）　10時～　www.regasu-shinjuku.or.jp　
【プレイガイド】 11月16日（金）　10時～　▶チケットぴあ　☎0570-02-9999　
▶イープラス　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］

時間: 14時開演　会場: 大ホール　出演: 梅田俊明（指揮）　鵜木絵里（歌・司会）　
小林万里子（ピアノ）　高橋博子（オルガン）　N.T.T.J. PICKUPオーケストラ（管絃楽）
曲目: シュトラウス2世『こうもり』序曲、ラフマニノフ『ピアノ協奏曲第2番』、ロジャース『エーデル
ワイス』　ほか　入場料: 全席指定　A席4,000円、A席区民割引 3,500円、B席3,000円　
購入: 【窓口販売】 11月6日（火）〈発売初日〉　9時～　新宿文化センターのみ　 
11月7日（水）　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】 11月7日（水）　9時～　文化交流課　☎03-3350-1141　
【インターネット予約】 11月7日（水）　10時～　www.regasu-shinjuku.or.jp　
【プレイガイド】 11月7日（水）　10時～　チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：184-480］

佐山雅弘・井上陽介・川嶋哲郎
スペシャルセッション

フレッシュ名曲コンサート
ヴェルディ生誕 200周年記念

『浪漫派物語』

60代からクラシック！

Jazz Live 2013  

高橋博子オルガンリサイタル

2/2（土）
H25年

3/16（土）
H25年

2/9（土）
H25年

2/3（日）
H25年

カヴァイエコル型オルガンが奏でる
19世紀ロマン派音楽の名曲

時間: 19時開演　会場: 大ホール　出演: 高橋博子（パイプオルガン）　
曲 目: シャルルマリー・ヴィドール『Symphonie op.73 Romane』、 ルイ・ヴィエルヌ『1re 
Sympgonie op.14』　入場料: 全自由席　一般2,000円、区民割引 1,000円　
購入: 【窓口販売】 11月6日（火）〈発売初日〉　9時～　新宿文化センターのみ ／ 11月7日（水）　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】 11月7日（水）　9時～  文化交流課  
☎03-3350-1141　【インターネット予約】 11月7日（水）　10時～　www.regasu-shinjuku.or.jp

　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
よ せ

席が初めての方もお気軽にお越しください。

三笑亭朝夢
（11月5日出演）

笑福亭和充
（11月16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 〈毎月第1月曜日〉
日にち: 11月5日、12月3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: 11月16日、12月21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! 

11月・12月の開催

　故立川談志師匠もお墨付き! 来春真打ち昇進予定の立川談修さ
んの大好評企画です。秋を題材とする古典落語をお届けします。

日時: 11月20日（火）　10時30分～11時20分（10時開場）
会場: 大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保3-7-42）　
出演: 立川談修（立川流・二ツ目）　料金: 400円　※『落語 in 和室』 通常公演の
回数券もご利用いただけます　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

　　▶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しくは、主催公演入場券購入方法（下段）をご覧ください　

La Traviata椿姫
〔イタリア語上演／字幕付き〕

《演奏会形式／ハイライト》

日時: 11月5日（月） 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）　早川アキラ（バリトン）　清水奈緒美（ピアノ伴奏）
曲目: 『蘇州夜曲』『リベルタンゴ』『亡き王女のためのパヴァーヌ』　ほか　※曲目および出演者は変更
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歳未満入場不可
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141　※次回は12月17日（月）開催予定です

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

11/5（月）
開催

本日

第一弾

申込み不要
お気軽に

お越しください

佐山雅弘

川嶋哲郎

井上陽介

大好評! 大久保スポーツプラザ会場火曜日公演! 
落語 in 和室  四季寄席シリーズ “秋”落語 in 和室  四季寄席シリーズ “秋”

大入御礼の
大人気企画!

園田隆一郎

上江隼人

サンドラ・パストラーナ

北澤幸西村悟

新宿文化センター 
11月6日 火
チケット 販 売 開 始

9時〜

新宿文化センター 
11月15日 木
チケット 販 売 開 始

9時〜

新宿文化センター 
11月6日 火
チケット 販 売 開 始

9時〜

新宿文化センター 
11月6日 火
チケット 販 売 開 始

9時〜

区民割引あり

区民割引あり

区民割引あり

区民割引あり

8 11月の休館日の
お 知 ら せ

11 5
第46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11月5日
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