
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。
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◆八ヶ岳・女神湖共通◆　※ご持参ください
グラスワインまたはソフトドリンク１杯サービス

本券１枚で２名様まで、ファースト
ドリンクのみ ＜ 1/31 まで有効＞

冬季特別料金

さらに！上記料金適用の場合

新宿区民 ・区外の方とも （本館 ・ コテージ共通）

12/2 ～ 3/22の平日１室４名以上利用時

大人６，０００円　子供４，０００円

ポイントカードを泊数分押印します。

新宿団体研修

スポーツ団体

安～く使える宿

ご存知ですか？

検索ヴィレッジ女神湖検索グリーンヒル八ヶ岳

大人 ： ３，２００円～
子供 ： ２，５００円～

・信州素材 “地産地消献立”
・３６ルーム、１９６名収容
・研修室、体育館、近隣グランド有

【期間】12/2～ 3/31の 平日料金適用日
【対象】 高校生以上の学生４名様からの申込み
【料金】 新宿区民の方、区外の方共通

　１泊朝食付き　３，５００円（別途入湯税１５０円）

【プラン特典】 ※詳しくはホームページにて

 ●附帯施設半額（個人・貸切） ●事前予約で、レンタカーをグリーンヒル
 配車・回収にて手配　●グループ全員乗車の場合、富士見パノラマスキー場
 まで送迎（要予約）●夜食にカップ麺を１人１個 C/IN時にプレゼント

冬季限定学生応援コテージプラン

※冬季特別料金と女神湖の
料金は、いずれも１泊２食付
の料金です。

　当財団では、みなさまからの当
財団へのご意見・ご要望を、コズ
ミックセンター窓口・手紙・はがき・
FAX・財団ホームページにより、お
うかがいしています。
　 また、 本 紙『Oh! レガス 新 宿
ニュース』に対するご感想・ご要望
も随時受け付け中です。
　手紙・はがき・FAXでお寄せい
ただく場合は、記載例（7面）の中
のコズミックセンター所在地あてご
送付ください。ホームページからお
寄せいただく場合は、

　　　　　　　　　　　　 へ。

ご意見・ご要望を
お聞かせください !

問合せ: 経営課　
☎03-3232-7701  03-3209-1833

La Traviata

時間: 15時開演（14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: 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）　デニス・ビシュニャ（グランヴィル医師／バス）
東京交響楽団　※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、『友よ、さあ飲み明かそう（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』 『さよなら、過ぎし日よ』　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】 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】 文化交流課　☎03-3350-1141
　　　※主催公演入場券購入方法（8面）参照
　　  【プレイガイド】 ▶チケットぴあ　☎0570-02-9999  ［Pコード：185-878］　
　　　　　　　　　  ▶イープラス　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］　
　　　　　　　　　  ▶ローソンチケット　☎0570-084-003 ［Lコード：32476］

日時: 平成25年1月19日（土）　
　　　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: 丹羽晴美（東京都写真美術館学芸員）
定員: 60名（多数抽選）
料金: 500円
申込み: 平成25年1月9日（水）必着。往復はがきに記載例
　　　　（7面）のとおり記入し、学芸課へ

展示期間: 平成25年1月12日（土）〜3月3日（日）
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）
休館日: 第2・4月曜日（祝日の場合はその翌日）

◇ 講師プロフィール ◇
 丹羽晴美（にわ・はるみ）　
  東京都新宿区生まれ。法政大学、学習院女子大学非常
勤講師などを務める。2009年度読売新聞社 美術館連
絡協議会 自主展部門 優秀論文賞受賞。

　所蔵資料展に関連し、記憶をたどる写真を見ながら
新宿の変

へんぼう

貌を解説します。　新宿歴史博物館では、インターネット上でデー
タベース「写真で見る新宿」で所蔵写真100点余
りを公開し、多くの方々に楽しんでいただいてい
ます。今回は、未公開の写真を中心に、約80
点を展示します。

 関連講演会　

『記憶の中の新宿』

時間: 14時開演（13時30分開場）　会場: 新宿文化センター　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（管弦楽）
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『サウンド・オブ・ミュージック』より『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
　　　  ※小学生以上の方ならどなたでもご入場いただけます
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】 文化交流課　☎03-3350-1141
　　  ※主催公演入場券購入方法（8面）参照　
　　　【プレイガイド】 ▶チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：184-480］
　　　　　　　　　　▶ローソンチケット ☎0570-084-003 ［Lコード：31433］

　ステージ上での指揮体験（人
数限定）ほか、おなじみの曲を全
員で合唱や手拍子をします。クラ
シックを全身で楽しみましょう!

　リッカルド・ムーティ、プラシド・ドミンゴとも
共演したサンドラ・パストラーナと、第80回日
本音楽コンクール声楽部門第1位および聴衆
賞を受賞した西村悟らによる“声”の饗宴!

フレッシュ名曲コンサート
ヴェルディ生誕200周年記念

椿姫

新宿歴史博物館 所蔵資料展

―昭和30年代の写真を中心に―
写真展 記憶の中の新宿

クラシック!
60代から

「あなたの思い出の写真」を展示しませんか?
《新宿》をとらえたお手持ちの写真を募集中! 
詳細は、財団ホームページまたは学芸課までお問
い合わせください。

キホンを楽しむ

12月5日号
次号は平成25年1月5日発行です。平成24年12月5日 第47 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

1レガス新宿からのお知らせ 新宿コズミックセンター、新宿文化センター、新宿歴史博物館などの12月の休館日については7面をご覧ください。

〔イタリア語上演／字幕付き〕
《演奏会形式／ハイライト》

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

鵜木絵里 高橋博子梅田俊明 小林万里子

「祝大東京祭 提灯行列」（昭和31年）

「新宿御苑遊園地」（昭和27年）

「新宿ミラノ座」（昭和33年頃）

デニス・ビシュニャ

3／16
（土）

平 成
25年 第一弾

2／3
（日）

平 成
25年

区民割引あり区民割引あり

問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

好評販売中!
好評販売中!

問合せ: 文化交流課  ☎03-3350-1141

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


『歩きたくなるまち 新宿観光マップ』が
　　　　　　　　　完全リニューアルします!

　先行リニューアルした日本語版に加え、英語版、中国語
版、ハングル版も12月中旬から順次リニューアルします。
　新宿区内を5地区（新宿駅周辺／四谷／高田馬場・早

稲田・大久保／落合／神楽
坂）に分けてご紹介。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、各生涯学習館を中
心に区内で無料配布してい
ます。

『五感で楽しむ 新宿観光ガイド
ブック（日本語版のみ）』とあわ
せて、新宿のまち歩きにご活用
ください。 問合せ: 観光課　☎03-3359-3729

市谷亀岡八幡宮と
神楽坂毘沙門天善國寺で初詣
　新春・新宿・歩き初め! テレビなどでもおなじみの市ヶ谷・
神楽坂の寺社を巡って、明るい年を迎えませんか。

　★おすすめポイント★
　◎ベテランガイドが、坂道、横丁など、粋なまち「神楽坂」をご案
　　内します。
　◎人気のスポット「神楽坂」で、ちょっとおしゃれなお食事付きです。

日時: 平成25年1月14日（月・祝）・18日（金）　両日とも10時30分～14時　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20名
料金: 2,400円
申込み: 12月17日（月）必着。郵便はがき（50円）もしくはEメール（ kanko@regasu-shinjuku.
or.jp）またはFAX（ 03-3359-5036）に記載例（7面）のほか、参加希望日（ある場合のみ）を明記
のうえ、観光課へ
※抽選結果については、平成25年1月7日（月）までに当選者にのみご案内を発送します
※複数名でお申し込みの場合、全員分の必要事項（7面「記載例」参照）の記載が参加要件となります
　ので、必ず明記してください。当選のご案内は代表者にのみお送りします
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

開運招福

『常設展示図録　新宿の歴史と文化』（新装版）発売記念講座

江戸時代
の

新  宿

　常設展示図録（新装版）の発売開始にあわせて、記念講
座を開催します。
　江戸四宿の一つ「内藤新宿」は、甲州街道第一の宿場町
として賑わいました。宿場であり、新しい情報・流行の発信
地でもあった江戸時代の新宿のくらしと文化について、当時
のできごとや事件をまじえながら語ります。

日時: 平成25年1月12日（土）　10時～12時
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
講師: 鈴木靖（大久保特別出張所長）
定員: 60名（多数抽選）
料金: 図録代800円（講座特価）
申込み: 12月18日（火）必着。往復はがきに記載
例（7面）のとおり記入し、学芸課へ
その他: 講座終了後、ご希望の方には常設展示室
の江戸エリアをご案内します
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

2013 年春 新宿区の子どもたちの夢をかなえる
「少年野球スクール」が新宿にやってくる !
ジャイアンツアカデミー・新宿スクール開校!

　読売巨人軍の選手OBと大学での豊富な競技経験を持つスタッフが、新宿区の子どもたちの
ために野球を指導する「通年制のスクール」を開校します!
　子どもたちはプロフェッショナルの基本技術や迫力を体験しながら、野球の「心・技・体」の基
本を楽しく学び、人間形成を図るための独自のプログラムを体験します。

　＊「小学3～6年生コース」の終了時間は、7・8月については18時、11月～平成26年3月
　　については16時～17時です
　※別途、入会教材費（10,500円）と年会費（8,400円）がかかります
　※1年間のプログラムで、毎年、お申し込みの受け付けと抽選を行います
時間: 平成25年4月4日～平成26年3月20日の毎週木曜日（祝日とお盆・年末年始を除く）　
15時～18時40分　会場: 落合中央公園野球場（上落合1-2）
講師: 読売巨人軍の選手OBとジャイアンツアカデミー認定コーチ
対象: 幼児および小学生（区内在住・在学の方優先）　定員: 96名（多数抽選）
共催: 読売巨人軍　後援: 区少年軟式野球連盟
申込み: 平成25年1月6日（日）24時までに、ジャイアンツアカデミーホームページ

（www.giants-academy.jp）からお申し込みください　※お寄せいただきました個
人情報は、読売巨人軍と新宿未来創造財団がスクール運営のためにのみ使用します
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121
　　　　ジャイアンツアカデミー 事務局　☎03-3246-2662

世界の傑作、奇跡の集結
「エル・グレコ展」関連文化講演会

　平成25年1月19日（土）～4月7日（日）の間、東京都美術館で
開催される「エル・グレコ展」にあわせ、関連文化講演会を開催し
ます。
日時: 平成25年1月12日（土）　14時～15時45分
会場: 新宿歴史博物館　2階講堂
演題: 「エル・グレコ入門
　　　～展覧会をより楽しく見るために～」
講師: 川瀬佑介（国立西洋美術館研究員）
定員: 120名（多数抽選）
申込み: 12月21日（金）必着。往復はがきに記載例

（7面）のとおり記入し、学芸課へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　科学の世界には“不思議”がいっぱい! 
今回は、「表面張力の不思議」と

「墨流しの不思議」の２つの
実験を行います。

実験①　
　水槽に船を浮かべて
　　　エタノールで走らせてみよう!
実験②　
　墨流しで絵はがきを作ろう!
日時: 平成25年1月12日（土）　
①10時30分～12時　②13時30分～15時
会場: コズミックセンター　3階大会議室
対象・定員: 区内在住・在学の小学生優先　
各30名（多数抽選）　※最少催行各10名
料金: 500円（教材費込み）
協力: 一般社団法人ディレクトフォース教育部会
　　　理科実験グループ
申込み: 12月20日（木）必着。往復はがきに記
載例（7面）のほか、学校名・学年を記入し、子
ども・地域課へ。受信可能なFAXがある場合
は 03-3209-1833へ
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

「新宿区小学生百人一首
 かるた大会」
　　参 加 者 募 集
　新春の遊びとして親しまれてい
る「百人一首かるた」。大会では
小学生にも親しみやすい｢五色か
るた」を使用します。
　（成績優秀者は表彰します）

日時: 平成25年2月3日（日）　
10時～14時30分（9時30分集合）
会場: コズミックセンター　1階第一武道場
対象・定員: 区内在住・在学の小学生　
1部（5・6年生）、2部（1～4年生）　計50名
※締め切り後、定員に空きがある場合は区外児童
　の参加も可（ただし、オープン参加・表彰なし）
料金: 1人200円
主管: 社団法人全日本かるた協会所属東京東会
申込み: 先着順。平成25年1月15日（火）まで

（定員になり次第締め切り）。コズミックセン
ターに備え付けの申込書（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（9時
～17時）へ　※年末年始および休館日は除く
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

「無原罪のお宿り」サン・ニコラス教区聖堂
（サンタ・クルス美術館寄託）、トレド、スペイン 
ⓒParroquia de San Nicolas de Bari. Toledo. Spain.

ⓒYOMIURI GIANTS

『常設展示図録
 新宿の歴史と文化』（新装版）

博物館ボランティアとして活動してみませんか!
新宿歴史博物館ボランティア養成講座
　新宿歴史博物館・林芙美子記念館・佐伯祐三アトリ
エ記念館における来館者へのご案内や、区内の史跡め
ぐり、博物館事業のサポートなど、新宿の文化・歴史
の継承、普及のため、多くの方がボランティアとして活
動しています。
　博物館ボランティアとして活動していただくために必要
な、新宿区の歴史・文化に関する基礎的知識やガイド
方法を学びます。
※ボランティアとして活動するためには全7回のうち、6
　回の出席が必要です
日時: 平成25年1月26日～3月16日の土曜日（ただし、3月9日は除く）　14時～16時　全7回　
会場: 新宿歴史博物館　ほか　定員: 20名（多数抽選）　料金: 3,000円（資料代）
申込み: 平成25年1月15日（火）必着。往復はがきに記載例（7面）のとおり記入し、学芸課へ　
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

体験講座
「水彩とコラージュ」
　　受講者による作品展
　絵本の表紙制作や佐伯祐三アトリエ記念館の写真
をモティーフに、コラージュ作品の制作に挑戦しまし
た。その作品を展示します。

展示期間: 12月5日（水）～27日（木）　10時～16時
会場: 佐伯祐三アトリエ記念館
管理棟ミニギャラリー

（中落合2-4-21）
休館日: 毎週月曜日

（祝日の場合はその翌日）
問合せ: 学芸課　
☎03-3359-2131

佐伯祐三アトリエ記念館展示替え

コース 時　間 定　員 料金（月謝）
幼児（5・6歳）  15時～16時 各年齢12名　計24名 5,250円
小学1・2年生  15時45分～16時45分 各学年12名　計24名 7,350円
小学3～6年生  16時40分～18時40分＊ 各学年12名　計48名 7,350円

不思議を
遊ぼう!!

ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ だ よ り
〜刊行物のご案内〜

新宿まち歩きガイドツアー

1月12日発売開始!　常設展示図録が見やすいＡ4判・フ
ルカラーで新発売!
　縄文土器をはじめとする出土品、中世
の新宿、江戸時代、宿場町として発展
した内藤新宿、逍遥・八雲・漱石など近
代文学にみる新宿、昭和初期の盛り場
新宿、戦中・戦後・平成の移り変わりを
わかりやすく解説しています。
価格: 1,000円
販売場所: 新宿歴史博物館、
　　　　　コズミックセンター
問合せ: 学芸課　
　　　　☎03-3359-2131

大

久

保

常
設
展
示
図
録

The History and Culture of Shinjuku

善國寺

内藤新宿 模型

前回の受講のようす

子ども未来講座
科学教室
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広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

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

みるっく 12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〜12月27日（木）
平成24年度 第32回 障がい者作品展
12月28日（金）〜平成25年1月24日（木）
明るい選挙啓発ポスター展
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

oe23Z™講座

プラネタリウム一般公開のご案内
冬番組「冬の星座と宇宙の神秘」
　少年と妖精が宇宙の神秘とその誕生に迫る物語と、冬の星座で有名なオリオンとプレア
デスの7人姉妹の物語を投影します。
投影日: 12月9日（日）・16日（日）・22日（土）・23日（日・祝）
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）　※各回投影開始30分前開場
定員: 150名（各回先着順）
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

12/15（土）
①Starry Sky Special Live Set
　ジャンルも国 境
も飛び越える鬼才、
Hidetake が贈るスペ
シャルライブ! プラネ
タリウムでonstage!
時間: 18時開演（17時開場）
出演: Hidetake
曲目: Sam Ock、 Amanda Slvera & Matt 
Brevrer、Express feat sillra（mun）　ほか

Ｈ25年1/19（土）
②スターライトドリーム
   ～ヨーロッパからの調べ～
　高い演奏力でフラ
ンスでも定評のある、
ピアノとチェロの姉
弟デュオがプラネタ
リウムに再登場。上
質な音と感性の融
合が星空の下に響き
ます。
時間: 14時開演（13時30分開場）
出演: レ・クロッシュ（ピアノ：宇宿真紀子、
チェロ：宇宿直彰）
曲目: グノー『アヴェ・マリア』、ラフマニノ
フ『ヴォカリーズ』、ディズニー名曲　ほか

プラネタリウムイベント
Ｈ25年2/11（月・祝）
③星空の小部屋
　ウルトラマンレオの

“おおとりゲン”役で
知られる真夏竜が情緒
豊かに表現する民話
語り。伝統文化の素
晴らしさを伝えます。
時間: 15時30分開演

（15時開場）
出演: 真夏竜
演目: 民話3作品（予定）

赤城陶芸教室（夜間コース）
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。
①平成25年1月17日～3月21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
（材料費込み）　⑤12月20日（木）

親子で遊ぼう! 
親子リズムと赤ちゃんマッサージ

新日本婦人の会 新宿支部子育てチーム
赤ちゃん（体操）・親子リズム体操、体験にき
てね。いっしょに子育てしようよ～!! 一人
ぼっちの子育てにさようなら
①平成25年1月11日～3月25日の月・金曜
日　10時30分 ～12時 ／ 全20回　 ②15名

（0～3歳）　③柏木第一児童館（月曜日）　榎町
地域センター（金曜日）　④1回300円　⑤平
成25年1月10日（木）

ダンスでイキイキ健康体操
ステップワールド

健康作りの一環として運動不足、転倒防止、
体力の低下を感じている方が楽しみながらで
きる健康作りです。
①平成25年1月8日～3月19日の火曜日　
10時～11時30分／全6回　②15名（どなた
でも）　③落合第二地域センター　④全3,000
円　⑤12月25日（火）

オイリュトミー入門講座 
～動きとともに　いのちは育つ～

秦カンパニー
3歳から90歳の芸術と言われるオイリュト
ミー。心も体もリフレッシュ! 笑いの絶えな
い楽しいサークルです。
①平成25年1月13日、2月17日、3月17日
いずれも日曜日　10時～11時30分／全3回　
②15名（高校生以上）　③赤城生涯学習館　
④全2,400円　⑤12月25日（火）

新年は新しいことを始めたり、体験したりしてみませんか？

　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。

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
に記載例（7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

新年からの講座・イベント 参加者募集

区民プロデュース事業

日本棋院所属の棋士に学ぶ!
② 7路盤から始めるはじめての囲碁教室
　3000年前に中国で生まれた囲碁は、大変面白く、奥の深い思考ゲームです。碁盤の上で、
あなたの自由な創造性を発揮し、思考の訓練、頭の体操をしてみませんか。
日時: 平成25年2月19日～3月19日の毎週火曜日　13時15分～14時45分　全5回
会場: コズミックセンター　3階大会議室　
講師: 公益財団法人日本棋院 東京本院　水間俊文七段
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　30名（多数抽選）　
料金: 全3,500円

お待たせしました。本物の歌声喫茶「ともしび」の登場です。
①講座  歌声喫茶の世界
　童謡・唱歌・愛唱歌・抒情歌、各国の大衆的歌曲や民謡調歌曲などの懐かしい思い出の曲
から、歌謡曲などの新しい曲まで、歌が下手でも気にせず、青春時代に想いを馳

は

せて、流行
に左右されない良い曲を皆で歌い交わしましょう。地域の中で歌声喫茶を運営してみたい方、司
会やリーダー、伴奏を経験してみたい方にもぴったりです。
日時: 平成25年1月30日、2月6日・20日、3月6日・13日・20日（いずれも水曜日）　
14時～16時　全6回　会場: 戸山生涯学習館　1階ホール（戸山2-11-101）
講師: 小川邦

く

美
み

子
こ

（ともしび新宿店 歌手・ステージリーダー）、ピアノ演奏者　ほか
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　50名（多数抽選）
料金: 全2,400円（歌集など教材費別）　※歌集『うたの世界 111』320円（税込み）、『うたの世界 
2010年版』200円（税込み）をお持ちの方はご持参ください。ご希望の方には販売します

《ギャラリーオーガード “みるっく”》 出展者募集

①②とも

申込み: 平成25年1月19日（土）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に記載例（7面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ
※ ①の「歌声喫茶講座」受講希望の方は、受講動機や思い出の曲、歌声喫茶に関するエピ

ソードなどがあればお書きください。また、伴奏を体験してみたい方は、楽器の種類
や演奏経験などをお書きください

問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

①〜③とも

対象・定員: どなたでも　140名
購入: 全席自由　1,500円　
※未就学児の入場不可
申込み: 発売中　【電話予約】 学習・ス
ポーツ課　☎03-3232-5121
※チケットは電話予約後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）
その他: 曲目などは変更になる場合があ
ります

　平成25年4・5・6月度展示分の出展者を募集します。
展示場所: 新宿大ガード下・北側歩道
展示期間: 【4月度】 3月29日（金）～4月25日（木）　
                【5月度】 4月26日（金）～5月23日（木）
                【6月度】 5月24日（金）～6月27日（木）
対象: 8割以上が新宿区内に在住・在勤している5名以上の団体、
         もしくは新宿区内に在住の個人を優先します
申込み: 平成25年1月10日（木）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に「みるっく出展申し込み」と明記のうえ、出展者（団体の場合は代表者）
の氏名、住所、電話・FAX番号、展示予定作品の種類と点数を記入し、学習・スポーツ課へ
※財団ホームページからも応募可
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

写真はイメージです
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出 張 レガスポ！

レガス・バレーボールフェスタ開催!!

綺麗な姿勢で
寒い冬を乗り切りましょう!

⑦ヨガセラピー 
　　　〜 姿勢改善編 〜
　冬は寒さで姿勢が崩れやすくなります。骨
盤から肩甲骨にかけて、ヨーガの呼吸法と
ポーズでアプローチし、筋肉の緊張をほどい
て姿勢を正します。凛とした美しい姿勢でい
つまでも若 し々く!!
日時: 平成25年1月18日～3月22日の毎週
金曜日　14時20分～15時20分　全10回
講師: 長友珠紀（レガスポ! 登録講師）

①NPO法人新宿区ウオーキング協会 
　第94回例会

　妙正寺川沿いウォーク　 
　 約10㎞
日にち: 12月11日（火）
コース: せせらぎの里（集合）→妙正寺川（大正
橋）→西落合公園→哲学堂公園→沼袋西公園→
環状七号線→西大和公園→鷺宮駅前→鷺宮運
動広場→早稲田通り→妙正寺公園（ゴール）
集合: せせらぎの里（西武新宿線「下落合駅」）
解散: 妙正寺公園（西武新宿線「井荻駅」）
主催・問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング
協会　☎090-3217-4109

「2012／13 V・チャレンジリーグ 
　　　　　 男子新宿大会」ご招待!
　コズミックセンターで開催するこの大会に、区内在住・在勤・在学の方を無料で
ご招待します。バレーボール教室のあとは、Vリーガーたちの真剣勝負を観戦しよう!

①【第１試合】 警視庁 vs きんでん　
　【第２試合】 つくば vs 大同特殊鋼
　【第３試合】 東京ヴェルディ vs 東京トヨペット　
②【第１試合】 警視庁 vs 兵庫　
　【第２試合】 つくば vs 近畿クラブ　
　【第３試合】 東京ヴェルディ vs 富士通

日時: ①平成25年1月19日（土）　12時～19時　②1月20日（日）　12時～19時
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・在学の方　定員: 各日80名（左記教室参加者含む、多数抽選）
協力: 区バレーボール連盟　連携: 公益財団法人東京都バレーボール協会
申込み: 平成25年1月7日（月）必着。往復はがきに記載例（7面）のほか、観戦希望
日（両日選択可）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
問合せ: 【無料観戦について】 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121
　　　　【大会内容について】 （公財）東京都バレーボール協会　☎03-3984-3808

②レガス健康ウォーキング

　都内の五苑めぐりウォーク 
　 約9㎞
日にち: 12月19日（水）
コース: 新宿中央公園・水の広場（集合）→参宮
橋→明治神宮→原宿駅前→表参道駅→青山霊
園→外苑前駅→神宮外苑→新宿御苑・新宿門

（ゴール）
集合: 新宿中央公園・水の広場（都営地下鉄大
江戸線「都庁前駅」Ａ5出口）
解散: 新宿御苑・新宿門（東京メトロ丸ノ内線

「新宿御苑前駅」）
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

③NPO法人新宿区ウオーキング協会 
　第95回例会

　新春  板橋七福神めぐり 
　 約12㎞
日にち: 平成25年1月8日（火）
コース: 板橋区役所前（集合）→観明寺（恵比寿）
→東板橋公園→文殊院（毘沙門天）→長命寺（福
禄寿）→安養院（弁財天）→西光寺（布袋尊）→西
光院（大黒天）→能満寺（寿老人）→江古田駅前

（ゴール）
集合: 板橋区役所前（都営地下鉄三田線「板橋区
役所前駅」A2出口）
解散: 江古田駅前（西武池袋線「江古田駅」）
主催・問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング
協会　☎090-3217-4109

①～③とも
受付時間: 8時40分～9時（正午解散予定）
対象: どなたでも　定員なし
料金: 400円
持ち物・服装: 運動しやすい服装（スカート
不可）・運動靴で、手が自由になるように。
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

①～⑧共通
対象: 区内在住・在勤・在学の方優先　※④は中学生以上の方か
ら参加できます
料金: ①⑧ 全3,200円　②③④⑥⑦ 全4,000円　⑤ 全2,800円
申込み: 12月19日（水）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・在学の場合は、勤務
先名または学校名・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♪

日時: ①平成25年1月19日（土）　9時～10時30分　
　　  ②1月20日（日）　9時～10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・在学の方優先　

【クラス】 ①高校生、一般（いずれも男子・女子）、家庭婦人
　　　　 ②小学生、中学生（いずれも男子・女子）、
　　　　　 家庭婦人
定員: 各40名（多数抽選）
協力: 区バレーボール連盟
連携: 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社
申込み: 平成25年1月7日（月）必着。往復はがきに記載
例（7面）のほか、ご希望のクラス名と、試合（右記参照）
観戦をご希望の方は観戦希望日（両日選択可）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
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

体の不調は骨盤のゆがみが
原因かもしれません

⑧骨盤体操
　　　　（託児付き）

　おなかのたるみが気になる、下半身のむくみ
やだるさを何とかしたい…etc。骨盤底筋群
を引き締めて、女性の繊細な悩みを解消し、
明るくはつらつと過ごしましょう。
日時: 平成25年1月11日～3月1日の毎週金
曜日　13時～14時　全8回
講師: 岡田由記子（木・金曜通年レガスポ! 担
当講師）

深く、しっかり呼吸を行い、 
脂肪燃焼や美肌効果と
免疫力UP!

⑥ピラティスを知る!
　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: 平成25年1月11日～3月22日の毎週
金曜日　11時～12時　全10回　
※3月15日は休講です
会場: 三栄町生涯学習館（本塩町2）
講師: あかり（月曜通年レガスポ! 担当講師）

新しいことにチャレンジ!

④初心者のための 
　　　ヒップホップ教室
　リズムに乗って踊る楽しさに目覚めませんか!
中学生以上の初心者の方限定で、経験を
問わず、どなたでも気兼ねなく参加できます。
親子でのお申し込みも大歓迎。しっかりと汗
をかけるので気分もスッキリ爽快です。
日時: 平成25年1月12日～3月16日の毎週
土曜日　10時45分～11時35分　全10回
講師: セルツァー正美（火・木曜通年レガスポ! 
担当講師）　

一日の終わりに 
心と体の疲れを取り除く

②リラクゼーション・ヨーガ
　ヨーガの正しいポーズを学び、呼吸を整え
て、凝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。
就寝前のゆったりとした運動は安眠にもつなが
ります。翌朝は爽やかな目覚めと活力を!
日時: 平成25年1月9日～3月13日の毎週水
曜日　20時15分～21時15分　全10回
講師: 今田智子（水曜通年レガスポ! 担当講師）

タイで生まれた 
今話題のヨーガ

①ルーシー・ダットン（自己整体）
　眠っている機能や筋肉を目覚めさせ、本来
あるべき身体の状態へ戻していくことを目的と
した、タイの伝統的な健康体操で、あらゆる部
位の痛みの原因である歪

ゆ が

みや凝
こ

りを治すため
の自己整体法です。
　年齢を問わずご参加いただけます。
日時: 平成25年1月8日～3月12日の毎週火
曜日　9時30分～10時30分　全8回
※1月15日、2月12日は休館日のため休講です
講師: 松永良恵（レガスポ! 登録講師）

冬期限定

⑤健康増進ストレッチ!
　血行が悪いと、筋肉が硬くなり、腰痛・肩
こりなど、さまざまな不調が起きやすくなりま
す。全身の筋肉をほぐし、代謝と体温を上
げると血行が促進され、免疫力を高めること
ができます。冬を元気に過ごしましょう!
日時: 平成25年1月7日～3月25日の毎週月
曜日　12時30分～13時30分　全7回
※祝日と第3月曜日は休講です
講師: 蔭山智香子（木曜通年レガスポ! 担当講師）

お勤め帰りの方にオススメ! 
大人気「ピラティス」の今年度総集編!

③ゆったりピラティス
　ピラティスとは、リハビリのために開発された
ドイツ生まれのエクササイズ。身体の内側の
筋肉を使って骨格を調整し、安定させます。
全身のボディバランスを整えて、身体を本来
の状態に戻しましょう。
日時: 平成25年1月10日～3月14日の毎週
木曜日　20時30分～21時30分　全10回
講師: 山本行宏（月・木曜通年レガスポ! 担当
講師）

託児サービスあり

託児サービスについて

ヴェルディ・レガス　バレーボール教室
 東京ヴェルディバレーボールチームの指導による「バレーボール教室」を開催します!

各
日
の
対
戦
カ
ー
ド 

会場: コズミックセンター
定員: 30名　※最少催行20名

会場: 大久保スポーツプラザ
　　　　（⑥のピラティス以外）
定員: 25名　※最少催行15名

新春! 短期スポーツ教室
講座で選ぶ? 
　曜日で選ぶ? 
　　場所で選ぶ?

ⓒ東京ヴェルディ バレーボールチーム

レガスポ！20

5

スポーツ

女性
限定

女性
限定

月曜日火曜日 木曜日 金曜日

金曜日金曜日土曜日

⑧の講座で【託児サービス】（生後6カ月
～未就学児を対象に6名まで、全2,400
円、欠席時の返金なし）をご希望の方は、
お子さまの氏名（ふりがな）・年齢（「○歳
○カ月」）もお書きください。なお、乳幼
児同伴での参加はできません。

水曜日

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

募　集
プリザーブドフラワーで飾るクリスマス

花材費2800円でクリスマスアレンジがお試し
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
＊生け花教室＊無料体験有♪℡080-5674-4187
洋間に合うお正月花で華やかに。Jr.～シニア
月・火・金・応相談。早稲田・若松河田５分
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～
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

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

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/
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　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

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/
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

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
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/

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
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

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
結婚適齢期の子供さんを持つ親御様の交流会
経験豊富な仲人が橋渡し、身上書交換会も。
12月22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

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/

☆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

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
♪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

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

日本語ボランティア研修講座

Date and time: Every  Saturday  10:00  to  12:00,  
January  12  to  March16,  2013 （total  10  lessons）
Location: Tsutsuji  Room, Okubo  Elementary  School

（1-1-21  Okubo,  Shinjuku-ku）
Eligibility: 20 parent - and - child  groups （on  a  first  
come,  first  served  basis）  who  are  able  to  understand  
Japanese  at  the  introductory / beginner  level.
Fees: 500  yen / person （for  the 10 sessions）
Hosted by: Shinjuku  Niji  no  Kai
Applications: By  phone, facsimile （ 03-3350-4839）,
or  email （ bunka@regasu-shinjuku.or.jp）  to  the 
Cultural  Exchange  Division.  Please  be  sure  to  write  down
①Parent’s  name （with  furigana） and  native  language  
②child’s  name （with  furigana）, age  and  fluent  language
③address  ④phone  number  ⑤facsimile  number （if  
available）.
※ Detailed  information  will  be  sent  to  applicants.

일시: 2013년1월  12일～3월  16일의  
매주  토요일　10시～12시　전10회
장소: 신주쿠구립  오오쿠보  초등학교  
쯔쯔지（진달래）룸  （신주쿠구오쿠보  
1-1-21）
대상: 일본어수준이  입문～초급인  부모와  
어린이
정원: 20팀(선착순)
요금: 1인당 500엔（전10회분）
공동주최: 신주쿠  니지노카이
신청: 전화, 팩스( 03-3350-4839), 
이메일( bunka@regasu-shinjuku.
or.jp)중의  하나의  방법으로  ①～⑤에
대해  명시하여  문화교류과로. 
①부모이름(발음표기)할수있는  언어 ②아
이이름 (발음표기), 나이, 할수있는  언어 
③주소 ④전화번호 ⑤팩스번호（있으면）
※신청자에게는  자세한  안내서를  보내드
　립니다.

Japanese-language  skills  are  carefully  taught  

to  families  who  do  not  speak  Japanese.  

Let’s  have  fun  learning.  Parents  with  infants  

and  toddlers  are  welcome.

　일본어를  모르는  부모와  어린이를   
대상으로  친절하게  일본어를  가르칩
니다 . 부모와  어린이가  함께  즐겁게   
공부합시다 . 탁아소가  있으므로  영유
아와  함께  참가하셔도  대환영입니다 !

日期: 2013年1月12日～3月16日的
毎个周六　10点～12点　共10次
会场: 新宿区立大久保小学校 杜鹃花教室

（新宿区大久保1-1-21）
对象: 初级日语入门～日语水平在初级左右
的家长和孩子
定员: 20组（先到为序）
费用: 1人500日元（10次的费用）
共同主办: 新宿虹之会
申请: 请以电话，传真（ 03-3350-4839），
电子邮件（ bunka@regasu-shinjuku.or.jp）
的任何一种形式， 在写清以下 ①～⑤的
相关内容之后， 向文化交流课报名。  
①家长姓名（平仮名），使用语言 ②孩子
姓名（平仮名），年龄，使用语言 ③地址 
④电话号码 ⑤传真号码（如果有，请填上）
※详细日程，我们将会将会通过邮寄给
　各位报名者。

　以不会日语的家长和孩子为对象，我
们将会细致地教授日语。请带孩子一起
来愉快地学习吧！因为有托儿处，所以
非常欢迎带婴幼儿一起来参加！

日
にち

時
じ

: 平
へい

成
せい

25年
ねん

1月
がつ

12日
にち

～3月
がつ

16日
にち

の毎
まい

週
しゅう

土
ど

曜
よう

日
び

いずれも10時
じ

～12時
じ

　全
ぜん

10回
かい

会
かい

場
じょう

: 新
しん

宿
じゅく

区
く

立
りつ

大
おお

久
く

保
ぼ

小
しょう

学
がっ

校
こう

　つつじルーム
　　  （新

しん
宿
じゅく

区
く

大
おお

久
く

保
ぼ

1-1-21）
対
たい

象
しょう

: 日
に

本
ほん

語
ご

のレベルが入
にゅう

門
もん

～初
しょ

級
きゅう

の親
おや

子
こ

定
てい

員
いん

: 20組
くみ
（先

せん
着
ちゃく

順
じゅん

）
料
りょう

金
きん

: 1
ひ と り

人500円
えん
（全

ぜ ん

10回
か い

分
ぶ ん

）
共
きょう

催
さい

: 新
しん

宿
じゅく

虹
にじ

の会
かい

申
もうし

込
こ

み: 電
でん

話
わ

かFAX（ 03-3350-4839）もしくはE
メール（ bunka@regasu-shinjuku.or.jp）で、次

つぎ
の

①～⑤の項
こう

目
もく

について明
めい

示
じ

し、文
ぶん

化
か

交
こう

流
りゅう

課
か

へ。①親
おや

の
名
な

前
まえ
（ふりがな）、よくわかる言

げん
語
ご

　②子
こ

の名
な

前
まえ
（ふり

がな）、年
ねん

齢
れい

、よくわかる言
げん

語
ご

　③住
じゅう

所
しょ

　④電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

⑤FAX番
ばん

号
ごう
（あれば）　

※申
もうし

込
こみ

者
しゃ

には詳
くわ

しい案
あん

内
ない

をお送
おく

りします

　日
に

本
ほん

語
ご

がわからない親
おや

子
こ

を対
たい

象
しょう

に、ていねい
に日

に

本
ほん

語
ご

を教
おし

えます。親
おや

子
こ

で一
いっ

緒
しょ

に楽
たの

しく勉
べん

強
きょう

しましょう。託
たく

児
じ

付
つ

きですので、乳
にゅう

幼
よう

児
じ

連
づ

れでの
参
さん

加
か

も大
だい

歓
かん

迎
げい

です !

Family  Japanese - Language 
Class  for  Foreign  Residents

（Childcare  is  available.）

외 국 인 부 모 와  아 이 를  
위한  일본어교실
( 탁아소있음 )

为外国人所举办的家长
与孩子共同参加的日语
教室（有托儿处）
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実生活とリンクした教室活動 
～『できる日本語』を活用して ～

母語が日本語でない子どもを支援する

日本語ボランティア子ども支援講座
タガログ語・タイ語・ネパール語・ミャンマー語

通訳・翻訳ボランティア大募集！

　主な活動内容は、区内行政機関の行事で必要とされる言語への通訳および書類の翻訳
です。通訳・翻訳の依頼があった場合は、原則として登録されているボランティア全員にE
メールでご連絡しますので、依頼内容を確認したうえで、受けるかどうか判断できます。
　翻訳の場合は、原稿を添付してお送りします。通訳の場合は、単独で現場（原則として新
宿区内）に赴いていただき、責任ある通訳ができることが前提です。

◆ ボランティア活動実施までの流れ ◆

地域で活動する日本語ボランティアの
ための研修会　
　ボランティア活動に役立つ教材の著者による講演のほか、ボランティ
ア同士の情報交換と交流、日本語教材の即売会もあります。これから
日本語ボランティア活動を始めたい方の参加も歓迎します!
日時: 平成25年1月19日（土）　13時30分～16時55分（13時開場）
会場: 新宿文化センター　小ホール
講師: 鈴木英子（財団法人宮城県国際交流協会日本語講師、『はじめての授業キット』著者）、公益社
団法人国際日本語普及協会（AJALT）、大久保雅子（早稲田大学日本語教育研究センター、『シャドー
イングで日本語発音レッスン』著者）
対象: 日本語ボランティアとして活動中の方、またはこれから日本語ボランティアとして活動に参
加したい方　定員: 200名（先着順）
協力: 株式会社アルク、株式会社スリーエーネットワーク、株式会社凡人社
申込み: 往復はがき・電話・FAX（ 03-3350-4839）・Eメール（  bunka@regasu-shinjuku.or.jp）
のいずれかで記載例（7面）のほか、所属グループがある場合はグループ名も記入し、
文化交流課へ
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　ボランティア活動に役立つ教材の著者と一緒に、教材の活用法を考えてみましょう。
日時: 平成25年2月6日・13日・20日（いずれも水曜日） 14時～16時（13時30分受付開始） 全3回
会場: 新宿文化センター　第1会議室
講師: 嶋田和子（一般社団法人アクラス日本語教育研究所代表理事）
対象: 日本語ボランティアとして活動中の方、またはこれから日本語ボランティアとして活動に
参加したい方
定員: 45名（多数抽選）
持ち物: 『できる日本語 初級 本冊』（3,570円〈税込み〉／アルク）　
※当日会場で購入することもできます
協力: 株式会社アルク、株式会社凡人社
申込み: 平成25年1月16日（水）必着。往復はがき・電話・FAX（ 03-3350-4839）・Eメール（  
bunka@regasu-shinjuku.or.jp）のいずれかで記載例（7面）のほか、所属グループがある場合は
グループ名も記入し、文化交流課へ
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　新宿区には、言葉や文化の異なる国から来日して日本での学校生活に苦労している子どもがい
ます。日本語を母語としない子どもたちに日本語を教えたい方、あるいは教科支援をしたい方。
ぜひこの講座に参加して、日本語の地域ボランティアとして活躍してみませんか?
　※資格が取得できる講座ではありません

日時: 平成25年1月15日～3月19日の毎週火曜日　10時～12時30分　全10回
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: 公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）所属講師
対象: 次の①～③のすべてに該当する方
　　　①これから子どもへの日本語支援ボランティア活動を始めたい方
　　　②原則として全回出席可能な方
　　　 ③講座終了後、新宿区の子ども向け日本語学習支援事業でボランティアとして活動できる方
その他: 本講座終了後に、子どもを直接支援する実習クラスの開催を予定しています（参加自由）　
              【日時】 平成25年3月26日（火）～31日（日）　いずれも午前中　全6回
定員: 30名（多数抽選）　
申込み: 12月25日（火）必着。往復はがきかEメール（  bunka@regasu-shinjuku.or.jp）に記載例

（7面）のほか、本講座の応募理由を必ず明記のうえ、文化交流課へ　
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

対象: いずれの言語でも登録可。ただし、英語に関しては、
英語検定準1級、またはTOEIC800点以上の方
申込み: 随時受け付け。申込書に必要事項を明記のうえ、　
FAX（ 03-3350-4839）・Eメール（ bunka@regasu-
shinjuku.or.jp）のいずれかで、文化交流課へ　
※申込書は財団ホームページからダウンロード可　
　  サイト内検索 ［通訳翻訳ボランティア］
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　新宿区にはたくさんの外国人が住んでいます。日本語がわからず行政機関での手続きが
できずに困っている方には、語学力がある方の支援が必要です。

無
　料

無
　料

無
　料

参加者
募集!

参加者
募集!
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流
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か

　☎03-3350-1141　 ■ Inquiries  Tel: 03-5291-5171（1st,3rd,and 5th Wednesdays; 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 )

　

多文化
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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

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!
12月11日（火）  16日（日）  25日（火）
①10:30～12:00  ②13:30～15:00

③15:00～16:30
◆ 生前贈与には契約が必要?
◆ 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

[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!＊

掲載申込：財団Web

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

12／20
（木）

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

施 　設 　名 臨時および
定期休館日

12 月 1 月
問合せ先25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

コズミックセンター

10日（月）～12日（水）＊1 
ただし、武道場と屋
内プール施設は10
日（月）～14日（金）の
間、休場します。

年末年始休館
施設課 
☎ 03-3232-
7701大体育室休館

大久保スポーツプラザ 17日（月）

新宿歴史博物館 10日（月）
燻蒸作業
のため
休館 年末年始休館

学芸課 
☎ 03-3359-
2131林芙美子記念館 

佐伯祐三
　　　アトリエ記念館

10日（月）・17日（月）休
館

新宿文化センター 11日（火） 休
館

 年始
 休館 文化交流課 

☎ 03-3350-
1141しんじゅく多文化

　　　　　共生プラザ 12日（水） 年末年始休館

赤城生涯学習館 
住吉町生涯学習館 
西戸山生涯学習館

10日（月）

年末年始休館
学習・
スポーツ課 
☎ 03-3232-
5121

三栄町生涯学習館 
戸山生涯学習館 
北新宿生涯学習館

24日（月・振休）

＊ 2

12月の臨時休館と年末年始の休館日のお知らせ

通
　 

常
　 

営
　 

業

＊1：設備メンテナンスのため全館休館します。1階事務所窓口は9時～17時の間、営業します。
＊2：  新宿文化センターは、12月30日（日）～1月1日（火・祝）のイベント開催中は開館します。
　　 ただし、チケット販売や施設の貸出受付などの窓口は休止します。
　　12月29日（土）および平成25年1月1日（火・祝）～3日（木）は年始年始休館です。
※このほか、屋外スポーツ施設も12月29日（土）～1月3日（木）の間は年末年始休館となります

　『放浪記』や『浮雲』の作家として知られる林芙美
子は、来年生誕110年を迎えます。
　芙美子の作品は、現代の人々の共感を呼び今
もなお読み継がれています。
　林芙美子はこの家で昭和16年から亡くなるまで
の10年間、作家として最も充実した時を過ごし、
家庭生活においても愛する家族に囲まれて満ち足
りた日々 を送りました。
　数寄屋造りの細やかさと民家風のおおらかさを
持つ建物の佇まいと四季折々に表情を変える庭
は、都心にあるとは思えないほどの落ち着きが感
じられます。
　　　　　　　　（東京都選定歴史的建造物）

開館時間: 10時～16時30分（入館は16時まで）
休館日: 毎週月曜日（祝日にあたるときはその翌
日）、年末年始（12月29日～1月3日）
アクセス: 都営地下鉄大江戸線・西武新宿線「中
井駅」より徒歩7分　ほか
入館料: 一般150円（80円）、小中学生50円（30
円）　※（　）内は20名以上の団体料金
※土日・祝日および新宿区立小学校の夏季・冬
　季・春季休業中は小中学生無料
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131
林芙美子記念館   ☎03-5996-9027

春の賑わい「レガスまつり2013」開催へ

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

　レガスまつりは、区民のみなさんに新宿未来創造財団（レガス
新宿）が展開しているさまざまな事業を紹介するイベントです。当日
は5つの会場を無料シャトルバスが巡回するので、移動しながらま
る一日たっぷり楽しめます!
　今回、来春の開催にあわせ、コズミックセンター会場への参加
団体を募集します。
日時: 平成25年4月6日（土）　9時～17時（予定）
会場: コズミックセンター、新宿文化センター（新宿6-14-1）、新
宿歴史博物館（三栄町22）、林芙美子記念館（中井2-20-1）、佐伯
祐三アトリエ記念館（中落合2-4-21）
募集対象: ①ＰＲパンフレットの設置  ②活動紹介（実演などを交
えたＰＲ活動も可）  ③作品等の販売（手工芸品、自ら制作した作
品等の販売）  ④体験ブース（手工芸や簡易なスポーツなど、短時
間でできる催し）  ⑤ステージ発表（コーラス、楽器演奏、パフォー
マンス）  ⑥飲食物販売  ⑦その他まつりを盛り上げるための企画
※新宿文化センター会場の参加団体の募集はありません
申込み: 12月25日（火）必着。募集要項（コズミックセンター、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）に綴じ込みの「申込書」に必要事項を記入のうえ直接、施設
課へ　※貸出用品などについては後日調整します
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

昨年のようす
（コズミックセンター）

　今回は、一足早いクリスマスプレゼントとして、オー
ボエの音色をお贈りします。なかなかお目にかかれない
ピアノとのコラボレーションをお楽しみください!!
時間: 12時～13時　
会場: コズミックセンター　1階ロビー　
曲目: 『白鳥』『トゥーランドット』

『見上げてごらん 夜の星を』『ジングルベル』
『赤鼻のトナカイ』　ほか
※曲目は変更になることがあります　
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

オーボエ ＆ ピアノのデュオ演奏

おめでとうございます!!

■ 書 の 展
◆ 一般の部

【区長賞】崎山燿泉
【 特 選 】石川俊香　小田原帆邑
【 秀 作 】田島陽恵　藤江佳子　和田泉翠　
【 佳 作 】会田英子　忠洋子　藤永茉利奈　

渡辺靖代
【奨励賞】浅井光季　井口萬樹　井坂紀子　

老本桃子　笠原多美子　久保美枝子
中沢正子　藤川真奈美　堀内香里
山田良子　

◆ 小中学生の部
【区長賞】門田日菜　木村仁美
【 金 賞 】下山瑞貴　牧京香　松尾澄　三宅楓子
【 銀 賞 】小川爽花　風見はるか　河内瑞季

堤和音　藤井結和　羽原悠莉
【 銅 賞 】小川日嘉里　小林すもも　田尾有介

高倉豊　野村海妃　藤井哲生　
藤永涼太郎　青木若菜

【 佳 作 】秋元健介　飯田英里　池田希望　
池田未来　一丸紫　稲垣春花　今海人
岩井冴樹　薄井瑠南　榎園祐菜　
大谷恭加　大巻諒太朗　奥田夏子
北山怜奈　熊谷歩花　斉藤愛　
齋藤麗美　櫻井みのり　佐藤有香
下山寧菜　高澤りな　土屋亜希　
土屋孝太　中野綾　中野琴　
中村日向子　西脇茉侑　濱田安里子
福本華央　藤岡愛叶　前田明日香
松岡里実　松本翠　南俊輔　三宅あや　
三宅実美　宮本ゆら　村上奈穂　
劉靖　六川雅英

■ 絵 画 展
【優秀賞】飯田節美　岩楯忠也　岡崎恭子　

北川眞智子　櫻井幸子　戸田奈々美
中嶋修　仁保敦子　羽根吉芳和
藤安辰雄

【奨励賞】岡田久美　金子エイ　小関昌子　
田山理恵　壺谷久恵　伴仲綾子　
人見容子　宮原清彦　山本麻子　
依田明美

■ 短 歌 展
【区長賞】石井桂一
【 特 選 】青木千枝子　石井千枝子　綿貫良夫
【 秀 逸 】伊藤和子　坂下章　末窪マサエ　

萩原たもつ　藤原千代子　
■ 俳 句 展

【区長賞】山崎せつ子
【 特 選 】岡崎久子　峯岸誠　村田珠子
【 秀 逸 】綾野南志　越川ミトミ　小林紀美子　

佐藤登季　比田井周子
■ 川 柳 展

【区長賞】五十嵐英子
【 特 選 】串田トシ子　小山一湖　三藤増枝
【 秀 逸 】落合秀美　島田裕吉　丹澤鶴子　

三藤栄子　宮川令次
■ 写 真 展

【区長賞】本橋百合枝
【 金 賞 】河合航也　日高章代
【 銀 賞 】本間百合子　横山勝彦　大宝和子　
【 銅 賞 】小泉美知子　吉田廣正　青柳熊太郎

大木照久　
【奨励賞】四之宮丈夫　青木長二　笠原章平

長谷川まゆみ　山口俊郎
（いずれも順不同、敬称等略）

　区内で活動されているみなさまからの応募
作品の中から厳正なる審査の結果、受賞作
品が選ばれました。
　生涯学習フェスティバルは、ふだん活動し
ている学習の成果を発表する場です。
　来年も、みなさまからの作品をお待ちして
います。
問合せ : 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

受 賞 者 発 表

生涯学習フェスティバル 2012

前回の演奏のもよう

　11月10日に亡くなった女優・森 光子さん
を偲んで、森さん主演の舞台「放浪記」の
ポスター、パンフレットを展示しています。

森 光子さんを偲んで …

次号1月5日号では、「記念館建物内部の特別公開」についてご案内します。

林芙美子記念館

～ まつりを盛り上げる参加団体大募集! ～

記念館外観書斎

早稲田大学交響楽団の演奏風
景（昨年、新宿文化センター）

毎月20日は
ロビコン・デー

!

12月のコズミックセンターロビーコンサート

7

お知らせ

http://souzoku-spt.com
http://www.sci-front.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577


   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

今月お届けする文化イベント

開 催 中 ～ 12月24日（月・祝）
月曜日休館（ただし、12月24日は開館）
午前10時～午後6時  ※入館は午後5時30分まで

終わりのない
探求

【風景の迷宮】山本貞
 《反映》1998年

【絵画の迷宮】小杉小二郎 《月・追憶》2005年

【画家の迷宮】
 フィンセント・ファン・ ゴッホ 
 《ひまわり》 1888年

【人物の迷宮】
 岸田劉生
 《自画像》1913年【妖精の迷宮】 東郷青児

 《超現実派の散歩》 1929年

【描写の迷宮】森秀雄 
 《偽りの青空ーMY DREAM LAND(2)》1986年

【色と形の迷宮】
 佐野ぬい 《二つのシネマ》
 2002年

 

時間: 15時開演　会場: 小ホール　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】 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】 文化交流課  ☎03-3350-1141

時間: 19時開演　会場: 大ホール　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】 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】 文化交流課  ☎03-3350-1141

笑福亭羽光
（12月21日出演）

瀧川鯉八
（1月14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

新宿文化センター 〈毎月第3金曜日〉
日にち: 12月21日、平成25年1月18日　会場: 4階和
会議室　問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141大
大久保スポーツプラザ   〈毎月第1月曜日〉
日にち: 平成25年1月14日（月・祝）  ※1月は第２月曜日
会場: 3階和室　問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

毎月2回のお楽しみ!!

未来の名人候補が続々出演! 

12月・1月の開催

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: 東京藝術大学大学院生による木管五重奏団　二宮聡美（ホルン）　熊澤杏実（オーボエ）　
　　　大久保成美（フルート）　堀菜々子（クラリネット）　廣幡敦子（ファゴット）　
曲目: ミュージカルメドレー、クリスマスメドレーほか　※曲目は変更になることがあります　
購入: 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

第111回 ランチタイムコンサート
～音のプレゼントをあなたに～

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　
　▶出演者および曲目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　

来
き す ぎ

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

Jazz Live 2013　
佐山雅弘・井上陽介・川嶋哲郎 スペシャルセッション

高橋博子オルガンリサイタル 『浪漫派物語』
ヴィドールとヴィエルヌ　二つのオルガン交響曲

時間: 17時開演　会場: 大ホール　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　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

12／16
（日）

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

2／2
（土）

平 成
25年

2／9
（土）

平 成
25年

新宿文化センター窓口
12月5日水
チケット 販 売 開 始

9時～

時間: 16時30分開演　会場: 大ホール
出演: 山本潤子　曲目: 『卒業写真』『冷たい雨』　ほか（予定）
入場料: 全席指定　S席6,300円、A席4,800円　※未就学児の入場不可
購入: 【窓口販売】 12月5日（水）〈発売初日〉　9時～　新宿文化センターのみ

（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：185-339］　▶ローソンチケット　☎0570-084-003 ［Lコード：
78556］　▶イープラス　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］　▶ニッポン放送らくらくチケット
☎03-3287-1120　※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　共同主催: ちけっとぽーと、ニッポン放送　
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

　代表曲に『卒業写真』『翼をください』『中央フリーウェイ』など、数々の
名曲を持つシンガーソングライター山本潤子。今年3月に新宿文化セン
ターで開催されたコンサートでも大好評を博した青春の名曲の数々をお楽
しみください。

山本潤子コンサート2012～2013
 ～ Diary ～

大好評により再び登場!

平成25年

区民招待のご案内
会場: 大ホール　※座席はA席（2階後方）です　※未就学児の入場不可
申込み: 平成25年1月4日（金）必着。多数抽選。財団ホームページ内の専用応募フォームか
ら応募、または郵便はがき（50円）に公演名、希望人数（1名または2名）・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

新春名作狂言の会1／31
（木）

平 成
25年

時間: 19時開演　会場: 大ホール　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　

【プレイガイド】 チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：424-100］　

新宿文化センター年末年始特別開館イベントのお知らせ
KINGRUN Presents アニソンキング mini

（KINGRUN Presents アニソンキング関連イベント）
　アニソン歌手の吉田仁美と高橋秀幸に加え、童謡歌手のそがみまこが司会をつとめる
ファミリーコンサート。大ホールで開催される「アニソンキング」関連イベントです。
日時: 12月31日（月）　12時開演（13時30分終演予定）　会場: 大ホール
出演: 吉田仁美、高橋秀幸、そがみまこ（司会・童謡歌手）
対象: 区民50名　※乳幼児の同伴可
申込み: 12月9日（日）必着。アニソンキングホームページ（http://anisonking.jp/）の応募入
力フォームからお申し込みください（1通で4名まで申し込み可）。応募多数の場合、小学6年
生までのお子さまと保護者の方を優先のうえ、抽選します。結果はEメールによりお知らせ
し、当選者に招待券をお送りします
問合せ・申込先: アニソンキング実行委員会「KINGRUN Presents アニソンキング mini」区民
招待係　〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10 キングラン株式会社内　

info@anisonking.jp　※文化交流課では受け付けていませんので、ご注意ください

区
民
招
待
の
ご
案
内

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: 小ホール　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

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

早春
いろどり寄席

バラエティ豊かな出演者でお届けする《特別編》を平成25年3月2
日（土）、新宿文化センター小ホールで開催します。詳細は、次号1
月5日号や財団ホームページでお知らせします。お楽しみに!

予
　
告

区民限定☆50名様ご招待

廣幡敦子堀菜々子熊澤杏実二宮聡美 大久保成美

申込み不要
お気軽に

お越しください

区民限定☆100名様ご招待

区民割引あり

区民割引あり

開催間近!

区民割引あり新春吉例

12／17
（月）

3／23
（土）

申込み締切間近!
初心者・

男声歓迎!!募集

当日券あり

公 演 概 要 日時・会場: 平成25年6月22日（土） 18時開演（予定）・新宿文化センター　大ホール

8 各館の12月の休館日については、７面をご覧ください。

12 5
第47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（新宿6-14-1）　☎03-3350-1141

芸 術

月 日号
平成24年12月5日

http://eplus.jp/
mailto:apply@regasu-shinjuku.or.jp
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mailto:info@anisonking.jp
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