
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

音楽性・リズム感 + 豊かで
可能性あふれる人格形成を !

☎03-3351-6550
新宿区富久町 37-2

スタジオ・アンシャンテ

リトミック研究センター　東京第二支局直営

検 索

お申し込み・お問い合わせは、下記まで。
※ホームページもご利用いただけます

こどものための

満１歳～小学生まで

リトミックリトミックリトミック
ご入会
受付中

参加費
無 料

主 催：

マンションは厳しく選んだのに
管理会社は選ばないのですか？

マンション管理セミナー

●お申込み・資料請求は下記フリーダイヤルまたはホームページから

0120-09-8966
www.daiward.co.jp

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町35番地 日米TIME24ビル
マンション管理業者登録番号 国土交通大臣（3）第030534号

検 索クラシテ

セミナーとは別に、管理状態の無料診断サービスや無料相談会
（予約制）も随時開催しています。ご希望の方は Eメールで！

第一部　管理会社の見極め方
第二部　大規模修繕工事と瑕疵保険について
第三部　管理サービスの考え方について

八重洲 11/16土   会 場 コンベンションルーム
AP 東京八重洲通り

第一部　ある管理組合の活動から
第二部　管理費等未収金の回収と対策について
第三部　管理サービスの考え方について
第四部　省エネサッシと耐震玄関ドアについて

西新宿 11/23 土㊗   会 場 リクシル
ショールーム東京

第一部　管理会社の見極め方
第二部　大規模修繕工事と瑕疵保険について
第三部　管理サービスの考え方について

横　浜  12/7 土   会 場 コンベンションルーム
AP 横浜駅西口

各公演の内容・講師・時間など詳細はホームページをご覧ください。
上記以外のセミナー予定もご案内しています。

 

1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、区内施設で配布されているパンフレットをご覧ください

　林芙美子の戦中戦後の葛藤を描いた演劇
『太鼓たたいて笛ふいて』を公演している、
こまつ座代表の井上麻矢氏（故井上ひさし三女）
による講演会。

日時: 12月7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: 井上麻矢
　　  （劇団「こまつ座」代表取締役社長）
定員: 60名（多数抽選）　
料金: 500円
　　  （協働企画展招待券と記念絵はがき付き）
申込み: 11月26日（火）必着。往復はがきに記載例（3面）の
とおり記入し、学芸課へ

記念講演会

『太鼓たたいて笛ふいて』の世界
― 井上ひさしの書いた林芙美子の評伝劇 ―

日時: 11月23日～平成26年1月25日の毎週土曜日　13時～14時
         ※12月7日（土）はギャラリートークのみ
会場: 新宿歴史博物館　地下1階企画展示室・ホワイエ（三栄町22）
ギャラリートーク: 新宿歴史博物館 担当学芸員
朗読: ふみのしおり（新宿歴史博物館ボランティア朗読の会）
料金: 無料。ただし、ギャラリートークに参加するには協働企画展の観覧券
またはその半券が必要です
申込み: 不要。直接会場へお越しください　
            ※開始時間までに企画展示室前にお集まりください

　担当学芸員による展示解説に引き続き、「ふみのしおり」による林芙美子
作品の朗読を行います。

関連イベント ギャラリートークと朗読会

　昭和5年（1930）に『放浪記』がベストセラーとなり、林芙美子は
作家としての道を歩み始めます。単身で中国やパリなどへ渡り、戦
時中は従軍作家として中国や南方にも赴きました。戦後は、戦争に
よって運命を翻

ほ ん

弄
ろ う

された市井の人々に寄り添い、終生、庶民を描き
続けました。
　本企画展では、遺された原稿・草稿、書簡、遺愛品、書籍など
により彼女の生涯と作品を紹介しつつ、大正から昭和にかけての激
動の時代の記憶を新たにし、現代へのメッセージを浮かび上がらせ
ます。

11月17日（日）～平成26年1月26日（日）

風
も
吹
く
な
り
雲
も
光
る
な
り

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: 11月25日（月）、12月9日（月）・22日（日）～平成26年1月3
日（金）・14日（火）
料金: 一般300円（常設展とのセット券500円）、中学生以下無料　
　　  ※団体割引は20名以上で1名150円　
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
協働企画: 北九州市立文学館　尾道市　かごしま近代文学館

平成25年度 新宿歴史博物館 協働企画展
日時: 11月24日（日）　9時～12時
コース（予定）: 新宿駅南口（集合）→新宿南口陸橋→旧旭町
→カフェー「金の星」跡→太宗寺→「花園アパート」跡→
新宿歴史博物館「生誕110年  林芙美子展」見学（解散）　約2.5km
解説: 新宿歴史博物館ガイドボランティア
定員: 30名（多数抽選）　
料金: 400円（協働企画展観覧料込み）
申込み: 11月12日（火）必着。往復はがきに記載例（3面）のほか、
同伴者（2名まで）がある場合はその方の氏名・性別・年齢も記入し、
学芸課へ

　林芙美子の代表作『放浪記』に登
場する新宿駅周辺のスポットをたどりま
す。開催中の「生誕110年 林芙美子
展」を見学後、解散します。

『放浪記』の舞台となった新宿を訪ねます

文学散歩 
『放浪記』をたどる

自画像『顔』 北九州市立文学館 蔵

井上麻矢氏

旧旭町

問合せ: 学芸課  ☎03-3359-2131

11月5日号
次号は11月20日発行です。平成25年11月5日 第68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

11月5日号
次号は11月20日発行です。平成25年11月5日 第68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

※詳しくは、ホームページをご覧ください  ⇒  www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/

一緒に大会を盛り上げよう! 
◆ボランティアスタッフ募集　11月11日（月）必着

●区民健康マラソン
第12回

全国からのランナーに広告宣伝! 
◆協賛団体募集　　¥52,500〜

開催日 2014.1.26（日）

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.daiward.co.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/


広告スペース

募　集

お問い合わせは、直接各ご連絡先まで。レガスパークレガスパーク

03-6205-5654
03-6205-5675

info@kijindo.jp
（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。

新宿スポーツ合気道クラブ
TEL/FAX03-3976-1222

いざというときに身を守ります。
クラブ会員が親切に教えるから安心です。

対　象 ： 小学2年生から80才までの男女
日にち ： 11月10日、17日、24日（いずれも日曜日）
時　間 ： 17:00～18:20
場　所 ： 新宿コズミックセンター  第一武道場

『Oh! レガス新宿ニュース』今号を見ての来場は会費無料です。

合気道合気道
楽しい楽しい

ですです

プロにおまかせ!

年末大掃除
  予約受付中!!

0120-46-7901

お見積り無料 土・日・祝日OK!
中野駅前店
豊島区南長崎2-20-3 ラ・フローラ三楽1F
担当：吉田・渡辺

12月中旬以降は
大変混み合います。
お早めのご予約が
おすすめです。

10%
OFF
10％
OFF

今なら早割今なら早割

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
月３千円　早稲田７分　☎090-7282-0950
いけ花・茶の湯  若葉の会3565-2378 ムラタ
いけ花・茶の湯月１回､ 稽古費2000円教材費含

（場）戸塚地域センター  土又は日曜 PM1:00～
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/
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

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

TOEIC・英検　聴取集中から実践力強化
中学～35才女性支援割引8000/月８（G）～戸塚地
域Center他39543014kuniburi@silk.ocn.ne.jp

デンマークバロックダンス“ランシエス”
1チーム男女4組5曲～35才青年部40才～一般Tel
/Fax（AM・夜）39543014日本デンマーク協会後援
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。ご自身でお子様
のお相手を探す身上書交換会も。11月23日

（土）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

パソコンを活用する会　03-3366-4494
知らなきゃ損する活用をとことん学習
地域センターや喫茶店などで活動中
大人の初級英会話　メンバー募集　無料体験
角筈地域C　火曜11時～12時 月２回で\2,200
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀
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

声楽・ヴォイストレーニング生徒募集中！
美しく歌いたいのに声が出ないとあきらめて
いませんか？ 声にコンプレックスのある方、
美しい声で歌いたい方、どんな方でも向上し
ます！高齢の方にも大人気！☎08068832754
 目白駅徒歩7分　Joy Music Salon

女声ソロ教室生徒募集（アゼリア会６人まで）
第2日曜日15～16:30、於初台リリカアートス
クール。ご希望の歌曲、オペラアリアをピアノ
伴奏で。年１回発表会有。指導者東京芸大卒、
P国立音大卒。090-1607-3893。月1約3千円
◆私の遺言書作成セミナー（個別相談あり）◆
11/23（土）4時～コズミックセンター3F会議室
1名1000円要予約 ☎5925-8896けやきの会：田中
姿勢のプロが教える骨盤背骨ゆがみ改善講座
肩こり腰痛に悩む方必見の新姿勢改善法です
11月8日（金）　15日（金）各11時～　無料
会場：体玄塾（落合駅徒歩3分）03（3362）2257
あなたの声を優しく変身 ☎3353-1338 福田
歌謡ポップス・ロマン演歌他声トレ・個人・グ
ループレッスン有カラオケ達人になりますヨ。

一般観覧も
できます !

　深まる秋の一日、新宿歴史博物館の中庭を眺めながら、
お抹茶はいかがですか。上品なお菓子も添えてお待ちして
います。

　新収蔵資料・佐伯祐三の油彩画『鯖
さ ば

』、
デッサン『りんご』をパネル展示しています。

　明治6年（1873）石川県金沢市に生まれた泉鏡花は今年で生誕
140年を迎えます。牛込横寺町にある尾崎紅葉宅の玄関番として住
み込み、明治32年から36年にかけて暮らした南榎町では、代表作の

『湯島詣』や『高野聖』を著しました。 
　当館所蔵資料から、泉鏡花と新宿の関わりを紹介します。

　新宿歴史博物館でクリスマスを迎える準備をしませんか? 
　㈱東京堂の専任デザイナーがていねいに教えてくれるの
で、どなたでも作れます。おひとりでも、お子さんやお孫さ
んとご一緒でも参加できます。

日時: 11月17日（日）　10時～15時
会場: 新宿歴史博物館　
　　   地下1階ホワイエ（三栄町22）
定員: 50名（当日先着順）　
※茶菓がなくなり次第終了します
料金: 300円（茶菓付き）
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

展示期間: 展示中～11月30日（土）
会場: 新宿歴史博物館　
　　  常設展示室（三栄町22）
開館時間: 9時30分～17時30分
　　　　  （入館は17時まで）
料金: 300円（常設展示室観覧料）
申込み:不要。直接会場へ
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

募集期間: 11月5日（火）～平成26年1月15日（水）
募集写真: 次の①か②のどちらかによりお寄せください
①むかしの新宿（目安として平成10年以前の写真）

⇒プリント（紙焼き）、フィルム、デジタルデータのいず
れの形式でも可

②いまの新宿（目安として平成10年以降の写真）
⇒プリント（紙焼き）またはデジタルデータ

応募方法: 新宿歴史博物館に直接お持ちいただくか、郵送も
しくはEメール（ gakugei@regasu-shinjuku.or.jp）で下
記問合せ先までお送りください　※詳しくは、新宿歴史博
物館ホームページ内の募集要項をご覧ください
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131
　　　  （〒160-0008 三栄町22　新宿歴史博物館）

日時: 12月7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: 小俣優美（㈱東京堂 専任デザイナー）
※小学3年生以下の方は保護者同伴でご参加ください　
定員: 30名（多数抽選）　料金: 500円（材料費込み）
共催: ㈱東京堂
申込み: 11月24日（日）必着。往復はがきに記載例（3面）のほか、希望の色（金
か赤）も記入し、学芸課へ　※お子さまが1人で参加する場合は、必ず緊急連
絡先（携帯電話番号など）をご記入ください。家族で参加する場合は、作成希望
個数をご記入ください
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

秋のお茶会

佐伯祐三
アトリエ記念館

ミニギャラリー展示

所蔵写真展 「新宿・昭和40年代」 開催関連
お花のスペシャリスト・東京堂との共催企画!
ワンコインで作る! 
華やかクリスマスリースあの日・あの時の新宿 写真大募集!

新宿歴史博物館

新宿歴史博物館

■ 写真展会期 ■
平成26年2月8日（土）～4月13日（日）

～展示しませんか? あなたがお持ちの“新宿風景”～

平成25年 11月24日日

◎今どきの葬送
　    家族葬・直葬について

　　　　　 

会場は15席位、席の予約はお電話で

午後2時～午後3時

〒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

●●●●●●●●●●●●お葬式勉強会お葬式勉強会

日時: 12月2日（月）  10時～12時30分  ※当日は休館日ですが、一般観覧も可能です
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（入館料+材料費）　申込み: 11月20日（水）必着。
往復はがきに記載例（3面）のとおり記入し、学芸課へ　問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　小さな秋を絵手紙にして、大切な人に届けてみませんか？
　紅葉に染まる記念館の庭園をモチーフに、絵手紙を制作します。乾

か ん

拓
た く

（水を使わ
ずに「拓」を取る技法）の技法も取り入れながら、初心者の方にもわかりやすく説明
します。画材をお持ちでない方には貸し出します。

錦
き ん

繍
しゅう

の林芙美子記念館を描きます

絵手紙講座

泉鏡花と新宿

　数
す

寄
き

屋
や

造りの意匠を凝
こ

らした林芙美子
の「美しい家」を、この機会にぜひご堪能
ください。

林芙美子記念館

常設展示室内　文学者コーナー展示

建物内部特別公開

紅葉の林芙美子記念館

居間（生活棟）

展示期間: 展示中～平成26年1月7日（火）
会場: 佐伯祐三アトリエ記念館　
　　  ミニギャラリー（中落合2-4-21）
開館時間: 10時～16時（10月～4月）
休館日: 毎週月曜日（休日にあたる場合はその
翌日）、年末年始
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

泉鏡花

金バージョン

赤バージョン
　新宿歴史博物館では昨年度好評を博した写真
展「記憶の中の新宿」の続編として、写真展「新
宿・昭和40年代」を来年2月に開催します。

　会期中、一般の方々がとらえた写真“あの日・
あの時の新宿”を展示するコーナーを設けます。
年代は昭和40年代をはじめ、どの年代でも構い
ません。写真についてのエピソードや思い出もあ
わせてお寄せください。
　ご応募をお待ちしています!

日時: 11月30日（土）、12月1日（日）　
両日とも①10時～ ②13時～ ③14時30
分～の1日3回（各回約80分）　

会場: 林芙美子記念館（中井2-20-1）　解説: 林芙美子記念館ガイドボランティア　
定員: 各回20名（多数抽選）　料金: 300円（入館料込み）　
申込み: 11月20日（水）必着。往復はがきに記載例（3面）のほか、希望日と時間帯

（①～③のうち１つ）を記入し、学芸課へ　※はがき1枚につき同伴者2名まで　
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

当日は、写生、写真撮影、吟行などをゆっくりと楽しみたいという方もご利用いただけます。
時間: 10時～15時（入館は14時30分まで）　料金: 150円（入館料）　申込み: 不要

佐伯祐三『鯖』

歩行者天国で賑わう新宿通り（昭和46年〈1971〉）

2 赤城生涯学習館（赤城元町1-3）は耐震補強工事により、平成26年3月31日（月）まで休館しています。ご了承ください。　　　問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121お知らせ

 

歴 史

レガスパーク掲載行事は財団主催ではありません。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。

mailto:gakugei@regasu-shinjuku.or.jp
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://home.att.ne.jp/air/lig/
mailto:k-info@koueisha.co.jp
mailto:info@kijindo.jp
mailto:kuniburi@silk.ocn.ne.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、施設課、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
　○○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、ご自分のご住所と
お名前をお書きください。
※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
文
化
セ
ン
タ
ー
主
催
公
演
入
場
券
購
入
方
法

 ●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
お支払い方法：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）

〈各種プレイガイド〉※お取り扱いのない公演もあります
②チケットぴあ（24時間受付）
　☎0570-02-9999［Pコード：×××-×××］
③ローソンチケット（24時間受付）
　☎0570-084-003［Lコード：×××××］
　⇒ ②③を利用される際は、音声案内に従って、
         PコードまたはLコードを入力してください
④イープラス（24時間受付）　
　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］

 ●インターネット予約
は、新宿文化センター友の会（通称Web友）の
マークです。財団ホームページ「新宿文化セン
ター友の会」からお申し込みいただけます。
※要入会（入会金･年会費無料）

⇒http://www.regasu-shinjuku.or.jp/webtomo/

●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
　　ご覧ください
●電話での座席指定も可能になり

ました。（電話予約初日を除く）
●車イス用の鑑賞席は、新宿文化セ

ンターでお求めください。  
　※枚数限定販売。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のチケット
代の払い戻しはできません。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。

●お支払い方法
■ 電話予約の場合
ご予約後1週間以内に、次のどちら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（新宿6-14-1）に直

接お越しください。
②郵便振替：ご予約後、下記「ゆうちょ銀行口座」にチ

ケット代をお振り込みください。ご入金の
際、郵便局に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

■　　　　　　 の場合
①オンライン即時決済（クレジットカード）
　：UC・VISA・Master Card が使用できます。
　　セブン‒イレブンでチケットをお受け取りください。
②セブン‒イレブン窓口
　：ご予約後、1週間以内にセブン‒イレブンでお支払
　　いの際、チケットをお受け取りください。

購入の際のご注意

加入者名（振込先）：新宿文化センター
口座番号：00180-0-263305振込先

Web友割引あり

　【作品制作部門】と【デザイン画部門】合わせて1,028点のデザイン画
のなかから、第一次審査で選出された16作品【作品制作部門】と3作品

【デザイン画部門】のそれぞれが頂点を目指して作品を発表します。
　今年のテーマは「新宿交響曲 ～Symphonic City～」。ファッション
フィールドが編むモードの交響曲。前回提唱した“都市をデザインする
服飾文化”から“モードが紡ぐ多文化共生都市の旋律”という視点に移
行したことから、デザイナーたちは《新宿》が奏でる音楽をイメージし、
作品化しています。

日時: 11月23日（土・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（新宿6-14-1）
審査員: 畠山巧（デザイナー）／聖生清重（元 日本繊維新聞社編集主
幹・現 富弘美術館長）／中原篤徳（彫刻家）／瀧野良夫（伊勢丹 新宿
本店長）／内藤郁代（三越伊勢丹研究所 婦人担当ディレクター）／
久保雅裕（アナログフィルター『Journal Cubocci』編集長）／
村重達也（繊研新聞社 アッシュ編集長）／蛭川勝五（株式会社オカ
ダヤ代表取締役社長）／中山弘子（新宿区長）　〈順不同・敬称等略〉
※ このほか、アパレル系協賛企業から8名の審査員が参加する予

定です

　10月～11月の2カ月間、59の団体が100を超えるイベントを区内全域で繰り広げています。
　観て・聴いて・体験して・感じて、新宿のまちの新しい魅力を見つけてみましょう。

～ 新宿の秋は　楽しさでいっぱい! ～

【開催期間】 開催中～11月30日（土）
【おもな内容】 音楽・美術・演劇・伝統芸能・パフォーマンス・まち歩き・
歴史探訪など。詳しくは、オフィシャルガイドブック、新宿区ホームペー
ジ、新宿のまちの総合案内・しんじゅくナビなどでご案内しています。

【ガイドブック配布場所】 新宿区地域文化部文化観光課、各特別出張所、
新宿歴史博物館、新宿文化センター　ほか

【主催・問合せ】 新宿フィールドミュージアム協議会 事務局
　　　　　　　（新宿区地域文化部文化観光課内）　☎03-5273-4069

入場無料

　途上国の女の子や女性たちは、貧しさのなか「女の子
（女性）だから」と社会の底辺に置かれ、学校教育や医療
を受けられなかったり、十分な食事を与えられなかったり、
普通の生活を送ることすら困難な状況にいます。さまざま
な機会を制限され、さらに暴力や性的嫌がらせを受けやす
く、早すぎる結婚や家事労働を強いられています。
　世界の女の子を取り巻くさまざまな障壁やその原因につ
いて知り、私たちに何ができるのかを学びます。

スポーツによる国際交流
新宿 vs マレーシア　バドミントン交流日時: 12月1日（日）　13時～15時　

会場: 新宿文化センター　地下1階展示室（新宿6-14-1）
講師: 馬野裕朗（公益財団法人プラン・ジャパン プログラム部
マネージャー）
対象・定員: どなたでも　40名（先着順）　
料金: 400円　
協力: 公益財団法人プラン・ジャパン
申込み: 定員に達し次第、申し込み締め切り。配布中のチ
ラシに付属の応募用紙（財団ホームページからダウンロー
ドも可）に必要事項を記入のうえ、郵送またはFAX（ 03-
3350-4839）で文化交流課へ　※詳しくは、財団ホームペー
ジ・チラシでご確認ください
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

日時: 12月22日（日）　10時～14時　
会場: コズミックセンター　2階大体育室　ほか　講師: マレーシア大使館のみなさん
対象・定員: どなたでも　30名（多数抽選）　料金: 1,000円（参加料＋飲食代）　
協力: 駐日マレーシア大使館　公益社団法人日本マレーシア協会　新宿区バドミントン連盟
申込み: 12月5日（木）必着。往復はがきに記載例（下記）のとおり記載または配布中のチラシに
付属の応募用紙（財団ホームページからダウンロードも可）に必要事項を記入のうえ、郵送または
FAX（ 03-3350-4839）で文化交流課へ　※ 詳しくは、財団ホームページ・チラシで
ご確認ください　問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

　現在、平成25年度版を配布しています。イラスト
とコラムが豊富なガイドブックです。「データで知る
新宿」や新たに認定された「地域文化財」などの新し
い記事も追加し、さらに新宿の多様な魅力がつまっ
た一冊。新宿のまち歩きにぜひご活用ください。

問合せ: 観光課　☎03-3359-3729

新宿の魅力満載!
『五感で楽しむ　新宿観光ガイドブック』

新宿歴史博物館（三栄町22）
コズミックセンター（大久保3-1-2）
新宿文化センター（新宿6-14-1）

無
料
配
布
場
所

日時: 平成26年1月7日～3月18日の毎週火曜日〔2月11日（祝）を除く〕　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⑴～⑶のすべてに該当する方
⑴ 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
⑵原則として全回出席可能な方
⑶ 講座終了後、新宿区で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
定員: 30名（多数抽選）　その他: 本講座は、資格取得のための講座ではありません
※ 新宿区の「放課後日本語学習支援」で活動するには原則、本講座の受講が必要です
※ 本講座終了後、子どもを直接支援する実習クラスの開催〔3月26日（水）～31日（月）　いずれも

午前　全6回〕を予定（参加自由）
申込み: 12月13日（金）必着。往復はがき、もしくはEメール（ bunka@regasu-shinjuku.or.jp）
で名前（ふりがな）、住所・電話番号のほか、「本講座への応募理由」を必ず明記し、文化交流課へ
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

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」受講者募集!!

華やかなファッションショーで力作が競演します!

途上国の女の子の現状と
チカラを学ぶ

　マレーシアでは、日影さえあればバドミントンを練習する子どもたちを見かける機会
が少なくありません。バドミントンが人気で国技でもあるマレーシアの方 と々、スポー
ツを通じて国際交流してみませんか?　※ラケットおよび室内運動靴が必要です

国際理解講座 

新宿ファッションフィールド2013
グランプリの栄冠は誰の手に?!

共催: 新宿区　
協賛: 
アーバンリサーチ　アッシュ・ペー・フランス
アバハウスインターナショナル　
伊勢丹新宿本店　オカダヤ新宿本店　シップス
ジュングループ　バビロン　ビームス（50音順）
後援: 繊研新聞社　新宿区観光協会　
協力: 東京都服飾学校協会　
青山ファッションカレッジ　東京モード学園　
文化服装学院　OCアイランド　

新宿区役所（歌舞伎町1-4-1）
区内各生涯学習館・各特別出張所・各図書館

ほか  

初心者歓迎

※未就学児入場不可

�コミュニティ栄養改善
プロジェクト
（ベナン共和国）

�学校で学ぶ女の子たち（ニジェール共和国）

写真提供：プラン・ジャパン

権利向上へ手を挙げる子どもたち
（バングラデシュ人民共和国）

3公演スケジュールの都合により、新宿文化センターの11月の休館日を11月27日（水）に変更します。なお、12日（火）は開館します。　　　問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141お知らせ

多文化 ■ 問
とい

合
あわ

せ: 文
ぶん

化
か

交
こう

流
りゅう

課
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. ）
■ 使用中文咨询  电话: 03-5291-5171（毎星期二・星期四  上午10点～中午12点/下午1点～5点） ■ 한국어문의  전화: 03-5291-5171（월요일  오후1시～5시、금요일  오전10시～12시/오후1시～5）

観 光

芸 術

平成25年度版

配布中！

問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
mailto:bunka@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/webtomo/
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2014年1月11日［土］̶ 2月16日［日］

浅見貴子

児玉靖枝

川田祐子

金田実生 森川美紀

http://www.sompo-japan.co.jp/museum/

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 TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）

●月曜定休（ただし1月13日は開館）
●午前10時～午後6時  ※入館は閉館30分前まで

クインテット─五つ星の作家たち

どなたでも学べる
早稲田の公開講座

１１/１８より申込受付開始

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

ま  ち

中野四季の都市
早稲田大学中野国際コミュニティプラザ

◆おすすめの冬講座◆

1/8 ～ 2/26  水曜 19:15～  全8回
対話力を鍛えるトレーニング

地震列島日本における地震学基礎講座映画の中の東京

映像を通して学ぶ世界遺産

風呂敷包みに学ぶ日本文化

消費行動・経済行動の社会心理学

シェイクスピア！ 舞台で再発見

朗読を深める

1/20 ～ 3/3  月曜 10:30～  全7回 1/20 ～ 2/3  月曜 13:30～  全3回

1/11 ～2/1  土曜 13:00～  全4回

2/4 ～ 3/4    火曜 13:30～  全4回

1/7 ～ 1/28  火曜 10:40～  全4回

2/20         木曜 10:30～         1回

1/8 ～2/26  水曜 13:30～  全8回

１階に中野校オープン！

2014年
春

2014年
春

無料法律・税務講座

弁護士・税理士による無料講座を行い
ます（要予約）。

※不動産管理に関する無料法律相談もご予
約受け付け中です（11・12月は法律・税務合
同相談を予定）。 詳しくは、ウェブサイト
をご覧いただくか、上記Telまでお問い合わ
せください。  

☝

www.chuolaw.com
広告責任者：弁護士 江森民夫（東京弁護士会所属）

［日時］平成 25 年 11 月 16 日（土）
           午後 2：00 ~ 4：30（予定）

［会場］ハロー貸会議室四谷
　　     （新宿区四谷1-5  三陽ビル4 階）
［問合せ・予約］東京中央法律事務所

 ☎03-3353-1911

不動産管理の法律・
税務上の対応

コズミックセンター　11日（月） ／ 新宿文化センター　27日（水） ／ 林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館・中村彝アトリエ記念館　5日（火）・11日（月）・18日（月）・25日（月） ／ 
新宿歴史博物館　11日（月）・25日（月） ／ 大久保スポーツプラザ　18日（月） ／ 生涯学習館〈住吉町・西戸山〉  11日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉  25日（月）

新宿文化センター公演のご案内 問合せ: 文化交流課　新宿文化センター（新宿6-14-1）内
            ☎03-3350-1141

　世界を舞台に常に大きな挑戦を自らに課してき
た指揮者・西本智実に、新宿区在住のスーパー
高校生、チェリスト・上野通明が挑む!

　親子で音楽を聴く時間を共有することにより、音楽の持つ
不思議な力が子どもたちの感性と想像力を育みます。小さな
ころからクラシック音楽や楽器に直接ふれ合って、子どもの
好奇心をのびのびと育てましょう。

時間: 14時開演（13時30分開場）　会場: 大ホール　
出演: 西本智実（指揮）　上野通明（チェロ）　日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目: ドヴォルザーク  チェロ協奏曲 ロ短調、ベートーヴェン  交響曲第3番 変ホ長調『英雄』　
入場料: 全席指定　SS席一般5,500円（Web友＊1 割引 5,000円）、
S席一般5,000円（Web友＊1 割引 4,500円・区民割引 4,000円）、
A席3,500円、B席3,000円、B席学割（高校生以下）1,000円　※未就学児入場不可
※区民割引は窓口販売（要証明書）または電話予約で取り扱い。区内在住の方1人4枚まで購入可
※ 学割はご本人様のみ対象で、窓口販売のみの取り扱い。購入時、生徒手帳または学生証をご提

示ください（小学生以下は提示不要）。なお、保護者による代理購入も可能ですが、コンサート当
日ご入場の際に、ご本人様による生徒手帳または学生証の提示が必要です　

＊1 Web友（入会無料。インターネットでチケットが予約・購入できる便利でオトクな会員制度です）
購入: 【Web友＊先行予約】 11月8日（金）  12時～  www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
＊�友の会（Web友）のお支払い方法は、セブン-イレブン窓口またはクレジットカード。詳しくは財
団ホームページをご覧ください

【窓口販売】 11月14日（木）　9時～　新宿文化センター
　　　　　　　　15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15日（金）　9時～　☎03-3350-1141（新宿文化センター、19時まで）
【プレイガイド】 11月15日（金）  10時～  ▶チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：214-832］
                                                           ▶イープラス　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］

時間: 11時開演（10時開場）　会場: 大ホール　
※終演後、《楽器体験コーナー》を開催します　
出演: 松村秀明（指揮）  赤星啓子（歌・司会）  高橋博子（オルガン）
東京フィルハーモニー交響楽団のメンバーによるミニ・オーケ
ストラ（管弦楽）　監修: 宮崎幸次（幼児音楽教育研究家）　
曲目: ハチャトゥリアン  バレエ音楽『ガイーヌ』より「剣の舞」、
アンダーソン  『プリンク・プランク・プルンク』『クラリネット・
キャンディ』 『トランペット吹きの休日』 『シンコぺーテッド・
クロック』、ジブリメドレー　ほか　
入場料: 全席指定　
大人（中学生以上）2,500円、子ども（小学生まで）1,000円　

【区民＆Web友＊1 割引】 
大人（中学生以上）2,000円、子ども（小学生まで）＊2 800円　
＊1 Web友（入会無料。インターネットでチケットが予約・購入できる便利でオトクな会員制度です）
＊2  お子さまが座席を使用せずに抱っこされてご覧になる場合は、子ども料金はかかりません
購入: 【Web友＊先行予約】 11月6日（水）  12時～  www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
＊�友の会（Web友）のお支払い方法は、セブン-イレブン窓口またはクレジットカード。詳しくは財
団ホームページをご覧ください

【窓口販売】 11月13日（水）　9時～　新宿文化センター
　　　　　　　　14日（木）　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14日（木）　9時～　☎03-3350-1141（新宿文化センター、19時まで）　
【プレイガイド】 11月14日（木）  10時～  チケットぴあ  ☎0570-02-9999 ［Pコード：215-283］
後援: 新宿区　新宿区教育委員会

西本智実×日本フィルハーモニー交響楽団 ～乳幼児向け音楽体験型コンサート～
フ レ ッ シ ュ 名 曲 コ ン サ ー ト はじめてのおんがくかい

新春名作狂言の会
時間: 19時開演（18時30分開場）　会場: 大ホール
出演: 野村万作（人間国宝）　野村萬斎　石田幸雄　茂山千五郎　茂山正邦　茂山茂　ほか　
演目: 野村萬斎・茂山正邦によるトーク、狂言『宗

しゅう

論
ろ ん

』、『止
し

動
ど う

方
ほ う

角
が く

』
入場料: 全席指定  S席4,000円、S席Web友割引・区民割引 3,500円、A席3,000円、B席2,000円
※未就学児入場不可　
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
【プレイガイド】 ▶チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：431-912］
▶ローソンチケット　☎0570-084-003 ［Lコード：35716］　
▶イープラス　http://eplus.jp/ ［PC・携帯電話共通］　
【電話予約】�☎03-3350-1141（新宿文化センター、休館日を除く9時～19時）

時間: 14時開演～15時45分（13時30分開場）　※途中休憩あり　
会場: 3階小ホール　
出演: ビジョンミュージックキッズ!　
曲目: 『ジングルベル』『赤鼻のトナカイ』『きよしこの夜』　ほか　
対象: どなたでも　※特に小学生までの方におすすめです
定員: 60名　※応募多数の場合、障がいのある子どもを優先のうえ抽選　
申込み: 11月27日（水）必着。郵便はがき（50円）に記載例（3面）のとおり記入し、文化交流課

「クリスマスコンサート」係へ　※2名以上参加する場合は、必ず参加者全員の氏名と関係（親子・
介助者など）を、また障がいのある方は「障がいの種類」も記入してください　
その他: ※障がいのある子どもたちや、音楽が大好きだけど静かに座って聴けないという子ども
たちのためのコンサートです。イスや床に座って自由なスタイルで音楽を楽しめます。少し声を
あげても、途中で入退場しても、かまいません。ただし、状況によっては一時的にロビーで休憩
していただく場合もあります
※ 本公演の趣旨をご理解いただける方でしたら、どなたでもお申し込みいただけます。ただし、

定員を超えた場合は障がいのあるお子さまを優先させていただきますので、ご了承ください

障がいのある子どもたちと、音楽好きの
みんなのためのクリスマスコンサート

時間: 18時30分開演（18時開場）　会場: 大ホール　
出演: 来生たかお　ほか
入場料: S席6,800円、Ａ席5,000円　※未就学児入場不可
購入: 新宿文化センター窓口（休館日を除く9時～19時）　※枚数限定販売
【プレイガイド】 ▶ちけっとぽーと　☎03-5561-9001（平日10時～18時）　
http://www.ticketport.co.jp/any　▶チケットぴあ　☎0570-02-9999 ［Pコード：206-962］
▶ローソンチケット　☎0570-000-777 ［Lコード：77491］　
▶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）  http://www.ticketport.co.jp/any 
            文化交流課　☎03-3350-1141

『Stand Alone 2013 ～ Christmas Color ～』
来生たかお 

大久保スポーツプラザ              〈毎月第1月曜日〉
日にち: 12月2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15日　会場: 4階和会議室
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

時間: ともに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

桂�翔丸
（12月2日出演）

柳家小蝠
（11月15日出演）

時間: 正午～13時　会場: コズミックセンター　1階ロビー　
出演: 菅野千怜（Vn）　兵藤彩子（Pf）　曲目: 『プリンク・プランク・プルンク』

『チャルダッシュ』　ほか　対象: どなたでも　協力: 株式会社ソナーレ
申込み: 不要。当日直接、会場へ　問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

落葉のにぎわいを聴く
～ ヴァイオリンとピアノのデュオ ～

11月のコズミックセンターロビーコンサート

※詳しくは、
　本紙 12 月 5 日号を
　ご覧ください！

新宿文化センターで
コントライブ

 開 催 決 定 !!  

社会風刺コント集団
『ザ・ニュース
　　　ペーパー』

3月1日（土）・2日（日）
2014 年

上野通明西本智実

ⓒ 鍋島徳恭

写真はイメージ

大好評の
《楽器体験コーナー》

もあります !

ⓒ堀内タケシ
菅野千怜

4

12／14
（土）

12／20
（金）

平成26年
1／31 （金）

平成26年
2／2 （日）

NEW Web友 先行予約
11月6日水12時〜

Web友 先行予約
11月8日金12時〜

区民割引あり

区民割引あり

区民割引あり

新春
吉例

落語 in 和室もっと気軽に
　寄席を楽しもう!

平成26年
2／15 （土）

NEW

Web友割引あり

Web友割引あり

Web友割引あり

あります!おトクな共通回数券11月・12月の開催

11／20
（水）

11月の休館日の
お 知 ら せ

　
芸 術

毎月2回のお楽しみ!!

未来の名人が続々出演! 

　▶曲目および出演者などは、何らかの事情により変更となる場合があります
　▶入場券のご購入など、詳しくは主催公演入場券購入方法（3面）をご覧ください
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http://www.chuolaw.com
http://www.ex-waseda.jp/
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/
http://eplus.jp/
http://eplus.jp/
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http://www.ticketport.co.jp/any
http://www.ticketport.co.jp/any
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
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