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新宿区では10月〜11月を文化月間とし、新宿のまち全体で新宿フィールドミュージアム2014を開催します。
このマークがついたイベントも参加イベントとして「文化芸術創造のまち　新宿」を彩ります。

  税理士法人Ｔ'ｓ（ﾃｨｰｽﾞ）会計 

《相続・遺言セミナー》 
４回シリーズ 第３回目 

●１０月３１日(金)１９：００～２１：００ 

「遺言とエンディングノート」 
 
 
【詳細】 

●会費 無料 
●講師 税理士 吉田浩三 
●参加ご希望の方は、ＴＥＬ、ＦＡＸ、 
メールにてお申し込みください 

●会場 税理士法人Ｔ’ｓ会計 
セミナールーム 

＜無料相談受付中＞ 
〒169－0075 
新宿区高田馬場１－２４－１６ 

内田ビル４Ｆ 
ＴＥＬ：03-３２０５-４９５１ 
ＦＡＸ：03-３２０５-４９５０ 
ﾒｰﾙ:ts-kaikei@tkcnf.or.jp 
HP:http//www.ts-kaikei.net/ 
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世界の舞踊を中心に音楽、食べ物、ワークショップを通して
さまざまな文化を体験できる多文化交流イベントです。
スタンプラリーで賞品が当たるチャンスもあります。ぜひご来場ください。

世界の踊りが大集結！！

国際都市新宿・踊りの祭典2014

※ 大ホール、小ホール、エントランス、4階ワークショップの詳しいタイムテーブルは
 　新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください。
※ 大ホール、小ホール、エントランス、4階ワークショップの詳しいタイムテーブルは
 　新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください。

11 8 土

11:00～ 18:00

トルン奏者：小栗久美子
撮影：北川陽稔

トルン奏者：小栗久美子
撮影：北川陽稔
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10月20日号

プロバスケットボール
公式戦招待 2面

コミュニケーション力アップ
話し方講座 3面

赤城&住吉町　
生涯学習館まつり
生涯学習フェスティバル

4面
問合せ：新宿文化センター
  　　　 Tel 03-3350-1141
問合せ：新宿文化センター
  　　　 Tel 03-3350-1141

新宿発の
多文化交流フェスティバル！
新宿発の
多文化交流フェスティバル！

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　Tel 03-3232-7701（代表）
平成26年10月20日 第91号　次号は11月5日発行です。

2015年1月25日(日)開催

◆10kmの部・健康マラソンの部募集
◆個人協賛ランナー募集　
　ハーフマラソンの部優先エントリー（参加料30,000円）　
※いずれも先着順　10月31日(金)17:00まで
　期間内に定員に達した時点で締め切りとなります。
　詳しくは、区内各施設に設置の大会パンフレット・
　大会ウェブサイトをご覧ください。
◆ボランティアスタッフ募集
　対象：16歳以上の方　（基準日平成27年4月1日）
　申込み：�11月15日(土)までにTelまたはFaxにて、記載例(3面)のとおり記入し大会実行委員会

事務局まで。下記ウェブサイトからも申し込み可。
◆大会協賛団体募集
�　ランナー向け当日配布プログラムへの広告掲載　1枠10,800円〜
　ランナー向けチラシの配布　1部あたり10.8円　最大約12,000部予定
　�すべて先着順となります。まずは下記までお問い合わせください。
問合せ：大会実行委員会事務局(新宿未来創造財団)　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/

競技に関すること� Tel 03-3232-3993
ボランティアに関すること� Tel 03-3232-5122
そのほか大会全般� Tel 03-3232-5121　Fax�03-3209-1833

会場：新宿文化センター（新宿6-14-1）
舞踊：安延佳珠子インド舞踊スタジオStudio�Odissi、ドゥタ・ムラティ、

中央アジア友の会、Stella♡Mafatu、モカ・エチオピア・ダンスグループ、�
NPO日本ラテンアメリカ友好協会　など36団体

音楽：�小栗久美子（ベトナム楽器トルン奏者）、�
プトゥリ・バンブー（インドネシア民族楽器）　など5団体

物販：�台湾料理、ケバブ、ブラジル料理、イタリア料理、
ミャンマー物産、タイ雑貨　など12団体

主催：踊りの祭典実行委員会
後援：ベトナム社会主義共和国大使館、駐日エチオピア連邦民主共和国大使館、

独立行政法人国際交流基金、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

協賛：�ベトナム航空、株式会社ロッテ、株式会社韓国広場、�
台南担仔麺新宿職安通り店、株式会社フォトクリエイト�
ステラ�オーガニック＆アンチエイジング�ビューティーサロン

共催：新宿区

ランネット　http://runnet.jp

Web

個人協賛の部
10kmの部・

健康マラソンの部

入場無料

踊りの祭典

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
mailto:ts-kaikei@tkcnf.or.jp
http://www.ts-kaikei.net/
http://runnet.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
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スポーツスポーツ

レガスパークレガスパーク広告スペース お問い合わせは直接各ご連絡先まで

内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
幼児～大人　初心者歓迎　レベル別に丁寧な
指導♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分

歌個人指導(超苦手～ )生徒募集！ 健康に◎
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

NHK講師他の英会話/仏/西/露/伊/TOEICクラス
50～70代クラス/小中高クラス1回￥1620～
新宿/西早稲田/池袋教室 03(3984)1180 WING

やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
整美体操あり、シニア、初心者OK。体験無料
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka

大人のための初級英会話教室 （定員５名）
文法の基礎から楽しく英会話を指導します。
講師髙島光　津田塾大学英文科卒滞米経験有
講師歴30年以上　木曜日隔週14：30～16：00
月謝　4,000円　詳しくは下記まで。
西落合３丁目　☎03-3951-3119

ワセダクラブ健康合気道教室　会員募集！
毎火10：30～12：00　シニア・女性向け。
体験歓迎/☎3301-5930/月会費5,000円

レガスパークレガスパーク広告掲載申込：財団Web広告掲載申込：財団Web

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

新宿区ソフトバレーボール大会
やわらかいボールを使うので痛くない！
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も大歓迎！
日時： 11月29日（土）9:00～17:00（予定）　
会場：新宿コズミックセンター  2階大体育室
対象： 区内在住・在勤・在学または新宿区バレーボー

ル連盟登録者で小学生以上の方
種目：【男女混合の部】　 コート内男子2名以内（ただし、

小中学生は性別を問わず）
【レディースの部】　女性のみで構成
【個人参加の部】　大会当日、個人参加者同士でチームを編成します
※いずれも4人制で、１チーム8名までエントリー可

定員：計24チーム(先着順）※個人参加チーム含む　
料金：１チーム1,000円 、個人参加１名200円
主管：新宿区バレーボール連盟
申込み： 11月7日(金)必着。（先着順）　申込書

(新宿コズミックセンター配布または新
宿未来創造財団ウェブサイトからダウ
ンロード可）に参加料を添えて直接新
宿コズミックセンターへ。　

　受付時間9:00～19:00　

パラリンピアン（ボッチャ）に教えてもらおう！
障がいのある方とともに楽しむ 
ボッチャ＆ふうせんバレー 体験デー

年齢や障がいの有無に関わらず、ど
なたでも楽しめる「ボッチャ」と「ふうせ
んバレー」。
みんなで身体を動かして、元気に過
ごそう！
日時：12月6日（土）10:00～12:00　
会場：新宿コズミックセンター　
　　  2階大体育室
講師： 秋元妙美（ロンドンパラリンピッ

ク・ボッチャ競技出場）、東京ふ
うせんバレーボール振興委員会

対象：どなたでも（障がいのある方優先）
  　　 50名（先着順）　
料金：100円
申込み： 11月25日（火）必着。電話、

郵便はがき（52円）、Ｆax 03-
3209-1833、新宿コズミッ
クセンター窓口のいずれか
で、記載例（3面）のほか、「障
がいの種類」「車いす使用の
有無」「付き添いの有無とそ
の人数」を記入し、学習・ス
ポーツ課へ。（電話および窓
口受付9:00～17:00）

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

持ち物・服装：手が自由になるように、また運動しやすい服装（スカート不可）・運動靴でお越しください。なお、
飲み物・帽子・雨具などは各自でご用意ください。申込み：当日受付時間内に直接集合場所までお越しくだ
さい。※雨天決行　企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会

いきいきウォーク新宿
若松地区を歩いてみよう 約4km
日時：11月26日（水）　受付9:10～9:30(解散12:00予定）
●コース／若松地域センター（スタート） →住吉公園 →曙橋  
→靖国通り →新宿5丁目角 →明治通り →大久保通り →東戸山
歩道橋前 →若松地域センター（ゴール）　
集合・解散： 若松地域センター（最寄駅：都営地下鉄大江戸線

「若松河田駅」）
料金：無料　
問合せ： 新宿区健康部健康推進課

健康事業係
（第二分庁舎分館１階）
 Tel 03-5273-3047

NPO法人新宿区ウオーキング協会　第117回例会
秋を楽しむ紅葉の高尾山ウォーキング　
日時：11月11日（火）　

受付9:40～10:00(山頂にて解散12:00予定）
●コース／高尾山口駅前(スタート) 1号路へ→不動院前 →霞台 
→浄心門 →権現茶屋 →高尾山頂 （ゴール）
※山頂にて昼食後は各自下山。
集合：京王線「高尾山口駅」前

料金：400円　
問合せ：NPO法人新宿区
　　　  ウオーキング協会　
　　　  Tel 090-3217-4109

レガス健康ウォーキング
歴史と文化の町その2「四谷の寺町探訪ウォーク」
新宿スポーツセンター前～四谷見附公園　約8km
日時：11月19日（水）　受付8:40～9:00(解散12:00予定）
●コース／新宿スポーツセンター前 (スタート) →大久保通り 
→抜弁天 →暗闇坂 →新宿歴史博物館 →田宮稲荷神社 →須賀
神社 →西念寺 →信濃町駅 →権田原 →みなみ元町公園 →四
谷見附公園(ゴール)
集合：  新宿スポーツセンター前（最寄駅：東京メトロ副都心線

「西早稲田駅」／ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東
西線「高田馬場駅」）

解散： 四谷見附公園（最寄駅：ＪＲ中央線・総武線・東京メトロ丸
ノ内線・南北線「四ツ谷駅」）

料金：400円　問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

無料無料

合気道
一般男子、一般女子、有段の部
日時：11月9日（日）　13:00～
会場：新宿スポーツセンター　3階第一武道場

（大久保3-5-1）
参加資格：区内在住・在勤の平成26年4月1
日現在15歳以上の方または新宿区合気道連
盟登録者
参加料：200円/名（大会当日集金）
申込み：10月24日（金）～11月7日（金）まで
に、新宿区合気道連盟　山田（Tel 03-3323-
6460）まで電話または大会当日会場で直接申
し込み。　主管：新宿区合気道連盟

グラウンド・ゴルフ
個人戦、団体戦
日時：11月22日（土）9:00～

予備日　11月29日（土）9:00～
会場：西戸山公園野球場（百人町4-1）
参加資格：区内在住・在勤の方または新宿区
グラウンド・ゴルフ協会登録者
参加料：200円/名※別途協会経費800円あり

（大会当日集金）
申込み：11月20日（木）までに、新宿区グラウ
ンド・ゴルフ協会　川上（Tel・Fax 03-3352-
9664）まで電話またはFAXで申し込み。
主管：新宿区グラウンド・ゴルフ協会

申込み： 詳しくは新宿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（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）をご覧ください。

新宿区民総合体育大会 参加者・チーム募集

新宿コズミックセンター
ソフトバレーボールフリー教室

毎週火曜日19:00～21:45開催
お気軽にご参加ください。

参加料：高校生以上400円
中学生以下100円

※室内用運動靴を必ずご持参ください。

アースフレンズ東京Z 
VS

豊田通商ファイティングイーグルス名古屋
ナショナルバスケットボールリーグ(NBL)の下部育成リーグNBDL公式戦が
新宿コズミックセンターで開催！　小中学生とその保護者200名を公式戦
観戦にご招待します。
日時：12月21日（日）　14:30試合開始 (13:30集合)　
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
対象： 区内在住・在学の小中学生

とその保護者　
200名（多数抽選）

協力：アースフレンズ東京Z
申込み： 12月7日（日）必着。往復

はがきまたは受信可能な
FAXが あ る 場 合 はFax 
03-3209-1833にて記載
例（3面）のほか、申し込
む方全員の氏名・学校名
･学年を記入し、子ども・
地域課へ。

問合せ：子ども・地域課　
Tel 03-3232-5122

プロバスケットボール公式戦に招待 無料無料

Web

「ボッチャ」とは
赤・青各６球のボール
を投げたり、転がした
りして、ジャックボール
（目標球となる白いボー
ル）に当てて楽しむス
ポーツです。

小中学生
200名

 観戦ご招待!

お弁当を
お持ち

ください。

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
https://ssl.regasu-shinjuku.or.jp/?p=1825
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学  習学  習

新宿歴史博物館特別展『高須四兄弟』好評開催中！　激動の幕末を生き抜いた徳川慶勝･一橋茂栄･松平容保･松平定敬、新宿･荒木町ゆかりの四兄弟を紹介。
詳しくは新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/　「新宿歴史博物館」で検索。

手作りで楽しむクリスマス＆お正月
リースと干支飾り講座
生のヒムロ杉や木の実などで作るリースは、簡単なのに華やかなできあがり！
縁起のよい、しめ縄を使った干支飾りで、新年を迎えましょう。
日時：12月10日(水)・17日(水)　全2回　

【午前コース】10:00～12:00　　【午後コース】13:15～15:15
会場：西戸山生涯学習館　2階講習室（百人町4-7-1)
講師：大橋秀子（新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者）
対象：どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先）
定員：各30名（多数抽選）　料金：全1,000円(別途教材費3,000円）
申込み： 11月21日（金）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFax 

03-3209-1833へ記載例（下段）のほか、希望コースを記入し、学習・スポーツ課へ。

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
障がいのある子や、“音楽や歌が大好きだけど静かに座って聴くのはニガテ”
というみんなのためのコンサートです。クラシック名曲の演奏のほか、
クリスマスソングを一緒に歌ったり、手遊びしたり、みんなが参加できる
コーナーもあります。ご家族そろってお楽しみください。
日時：12月13日（土）14:00～15:45（13:30開場）　※途中休憩あり
会場：新宿文化センター　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（小学生までの方におすすめ）　定員：60名（対象の子ども優先・多数抽選）
申込み： 11月27日（木）必着。新宿文化センターウェブサイト内専用申込フォーム、または、郵便は

がき(52円)に①郵便番号・住所、②参加者全員の氏名（ふりがな）と関係（親子、介助者な
ど）、③電話、④年齢、⑤性別、⑥障がいおよび車いす使用の有無を記入し、新宿文化セ
ンターへ。

※ 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。椅子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。（状況によって一時的にロビーで休憩をお願いする場合もあり
ます）また、このコンサート趣旨にご理解いただける方でしたら、どなたでも参加可能です。

問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

本を何冊も読むより、きっと役立ちます！

思わずのりだす、
もっと聞きたい話し方
自分の想いを相手に伝えることや、相手の想いを聞くことは意外と難しい
もの。「なぜ伝わらないの？」と感じたことのある方、「惹きつけたい」「好
かれたい」と思ったことのある方は、この機会にぜひご参加ください。
日時：11月19日(水)・26日(水)　いずれも19:15～21:15　 全2回
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：佐野剛平（元NHKアナウンサー・学習院生涯学習センター講師）
対象：どなたでも（新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者と区内在住・在勤の方優先）

※2回とも参加できる方　定員：30名（多数抽選）

水中介助の方法を身につけよう！

障がい者水泳の指導とサポート
身体に障がいのある方が、プール内で楽しく安全に水に親しむことができる指導とサポートの方法
を身につけましょう！
日時：11月28日(金)　19:00～21:00　
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：桜井誠一（（一社）日本身体障がい者水泳連盟 技術委員長）
対象：どなたでも（新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者と区内在住・在勤の方優先）
定員：20名（多数抽選）

学習・スポーツ課
　Tel 03-3232-5121

新宿コズミックセンター

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

申込み： 11月10日(月)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合は
Fax 03-3209-1833へ記載例（下段）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。

Web

Web

ラ　イ　フ　ア　ッ　 プ　講　座 消 費 者 講 座 新宿消費生活センター委託講座 無料無料

秋番組古代遺跡の謎と秋の星空
星や太陽などを見るために建造された古代遺跡についてのお話と、	
宮沢賢治作「よだかのほし」のお話を投影します。
投影日： 10月25日（土）、11月8日（土）・16日（日）・22日（土）
時間： 1回目10:30～　2回目13:30～　3回目14:50～ 

（投影時間は各約50分）
※開場は各回投影開始の30分前　定員：150名（当日先着順)　料金：300円(全席自由・中学生
以下無料)　購入： 観覧券は投影開始30分前から会場受付で販売　※途中入退場不可

障がいがある方のための

“わくわくプラネタリウム”（字幕付き）
どなたでも気兼ねなくプラネタリウムをお楽しみいただけます。
上映途中の入退場や、声や音を出しても大丈夫です。お気軽に
ご参加ください。※番組投影「古代遺跡の謎と秋の星空」と同内容です。
日時：11月15日（土）　10:30開演（10:00開場）
対象：心身に障がいのある方と付き添いの方

７０名（事前予約制・先着順）
料金：１００円（中学生以下および付き添いの方は無料）　
協力：字幕サークル「バックコート＠」
申込み： 11月7日（金）必着。電話、郵便はがき（52円）、Fax 03-3209-1833、新宿コズミック

センター1階窓口のいずれかで、記載例（右段）のほか、障がいおよび車いす使用の有無、
付き添いの方の有無とその人数を記入し、学習・スポーツ課へ。（電話および窓口受付
9:00～17:00）

騙されないぞ!! 悪質商法
～被害を未然に防ぐには～
あなたの財産を狙う手口は日々巧妙化しています。そして騙されていると思いもせずに契約してし
まうケースも増えています。被害の事例とその対処法について学びましょう。
日時：11月20日（木）14:00～16:00　
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室　
講師：新宿消費生活センター消費生活相談員
対象：主にシニア・シルバー世代の方（区内在住・在勤の方優先）　
定員：40名（多数抽選）
申込み： 11月10日（月）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXが 

ある場合はFax 03-3209-1833へ記載例（下段）のとおり 
記入し、学習・スポーツ課へ。

問合せ

新宿力パワーアップ講座

だれでもわかる経済・金融講座
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：NPO法人エイプロシス
定員：各回６０名（先着順）　
申込み： エイプロシス東京ウェブサイト内「初心者向け無料証券

セミナー」のページ　http://www. aprosis.com/、
またはFax03-3667-8464かTel03-3667-8183で、希
望講座番号（�～�）、氏名、住所、電話番号をNPO
法人エイプロシス東京本部事務局へ。

�
11月8日
（土）

10：00～12：00 証券基礎講座⑤
会社決算関係書類の見方

� 13：00～15：00 証券基礎講座⑥
主な投資指標の見方　～会社を比べてみよう～

�
11月29日

（土）

10：00～12：00 証券基礎講座⑦
会社情報誌の見方　

� 13：00～15：00 証券基礎講座⑧
資産運用のための経済ニュ－ス・新聞記事の読み方・利用法

無料無料

無料無料

11月講座

Web

無料無料

広
告
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
各
ご
連
絡
先
ま
で
。

記載例

※�在学・在勤の場合は、名称・
所在地をご記入ください。

※�4月1日から、往復はがきは
104円になりました。

マークの付いた講座は、インターネットから	
申し込み可

往信（表） 返信（裏）

申
込
先
名

申
込
先
所
在
地

記入しない

52
円

返信（表） 往信（裏）

申
込
者
氏
名

申
込
者
住
所

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

52
円

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
新宿歴史博物館
〒160-0008�
　新宿区三栄町22
新宿文化センター
〒160-0022�
　新宿区新宿6-14-1

Web

Web

Web

2回講座

林芙美子記念館臨時休館のお知らせ
敷地内地盤改良工事のため。	

12月8日（月）～平成27年2月16日（月）
問合せ：新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

ご利用の皆さま、近隣の皆さまにはご不便をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。

http://www.aprosis.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
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お知らせお知らせ

（（11月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター　10日（月）／大久保スポーツプラザ　17日（月）／新宿歴史博物館　10日（月）･25日（火）／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉　10日（月）〈戸山･北新宿〉　24日（月振）／�新宿文化センター　11日（火）／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　4日（火）･10日（月）･17日（月）･25日（火）

地域のみなさまの
ご来館を

お待ちしています！

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

『陶芸展』作品募集
世界に一つだけの陶芸作品を新宿歴史博物館に展示しませんか。
展示期間：平成27年2月12日（木)～22日（日）　

　9:30～17:30（最終日は14:00まで）
展示会場：新宿歴史博物館　地下1階ホワイエ（三栄町22）
募集内容：�区内在住・在勤・在学の方または区内で活動してい

るアマチュアの方の自作陶芸作品
応募規格：自由作品　1人2�点まで。

　サイズは幅30cm�×奥行30cm�×高さ30cm以内
応募方法：�平成27年1月9日（金）必着。封書にて申込書を学習・

スポーツ課へ郵送または受信可能なFAXがある場合
はFax03-3209-1833へ。新宿コズミックセンター
および各生涯学習館窓口でも受け付け。

作品搬入：�2月11日（水祝）9:00～13:00　直接会場へ持参
作品搬出：�2月22日（日）15:00～17:00�　直接会場で受け取り
※�募集要項および申込書は新宿コズミックセンターおよび各生
涯学習館で配布のほか新宿未来創造財団ウェブサイトからダ
ウンロード可。

新宿区生涯学習フェスティバル2014 
新宿区共催文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭 申し込み不要。直接ご来場ください。

『手工芸展』開催
手づくりならではの作品を多数展示します。
レガス子ども図工クラブ、新宿青年教室、外国人手工芸倶楽部
の作品も同時展示。
日時：11月14日（金）～16日（日）9:00～18:00

（最終日は15:00まで）
会場：新宿コズミックセンター　3階会議室

『写真展』開催
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。
日時：11月14日(金) ～12月7日(日)�9:00～21:30
会場：新宿コズミックセンター　2階ギャラリー

『邦楽のつどい』開催
和楽器や唄による、心に響く“邦楽”をお楽しみいただけます。
演奏前には「和楽器体験教室」も開催します。この機会に伝統の
楽器にふれてみてください。
日時：11月9日（日）13:15～16:15（12:00開場）
会場：新宿文化センター　小ホール(新宿6-14-1)
協力：新宿区邦楽三曲連盟

『短歌・俳句・川柳受賞作品展』開催
日ごろ感じていること、考えていること、新宿に関することなど
を詠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。
日時：11月14日（金）～12月7日（日）9:00～21:30
会場：新宿コズミックセンター　3階ギャラリー

『吟剣詩舞のつどい』開催
「詩吟」と「剣詩舞」が融合した日本の伝統芸能を披露します。
日時：11月30日(日)�10:30～16:30（10:00開場）
会場：新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
協力：新宿区吟剣詩舞道連盟

『いけ花展』開催
新宿区花道茶道協会・花道部会員、主に新宿区内で活動する方の
作品を展示します。
日時：11月14日（金）11:00～18:00

�　　15日（土）��9:00～18:00
　�　16日（日）��9:00～16:00

会場：新宿コズミックセンター　2階多目的室
協力：新宿区花道茶道協会　

和楽器体験教室
開催！

時間：12:00～13:00

剣詩舞体験教室 開催！
時間：13:00～14:00　定員：10名（先着順）
申込み：�当日10:00から会場で受け付け

添え釜
（無料お茶席）

開催！
日時：11月16日（日）

11:00～15:00　
※先着100名

無料無料

まつりだ！まつりだ！

赤城生涯学習館まつり
舞台発表…�小唄、合唱、ゴスペル、八重山民謡、童謡・愛唱歌、カラオケ、トーンチャイム演奏、

朗読、フラダンス、スコティッシュ・カントリーダンス、フォークダンスなど
展示…�陶芸、書道、水彩画、彩色水墨画、パステル画、絵手紙、版画、鎌倉彫、水引工芸、折紙、

手編み、刺繍作品、キルト、フラワーアレンジメント、神楽坂の歴史文化調査発表、�
活動の写真発表など

体験…�囲碁、フラワーアレンジメント、オーナメント・マスコット作りなど
販売…�カレーパン（8日午前)、わたあめ（9日）、陶芸作品など
日時：11月8日（土）・9日（日）　10:00～16:30　
会場：赤城生涯学習館（赤城元町1-3）
問合せ：赤城生涯学習館　Tel�03-3269-2400

住吉町生涯学習館まつり

あけぼのフェスタ 2014
舞台発表、作品展示、体験、バザー、
模擬店での軽食販売など楽しいプログラム満載！
舞台発表…�中国舞踊、バリ舞踊、ハワイアン・フラ、社交ダンス、合唱、アカペラコーラス、�

オペラ、北欧民族楽器カンテレ演奏、三重奏、空手演武、太極拳
展示…�陶芸、七宝、木彫、手芸、絵手紙、水彩画、水彩色鉛筆画、学習活動写真の展示
体験…�社交ダンス、太極拳、北欧民族楽器カンテレ演奏、陶芸、絵手紙、四柱推命
バザー…陶芸作品、七宝作品、手芸作品、フリーマーケット
販売…手作りパン(29日)、クッキー (30日)、産地直送ジャガイモ、ホットコーヒー、軽食など
日時：11月29日（土）・30日（日）　10:00～17:00　会場：住吉町生涯学習館（住吉町13-3）
（体験コーナーは一部有料）　問合せ：住吉町生涯学習館　Tel�03-3351-6566

第68回都民体育大会
　　　 夏季大会　　　水泳競技会　結果報告
8月3日(日)東京辰巳国際水泳場にて行われ、新宿区は優秀な成績をおさめました。
男子総合3位　一般男子200mフリーリレー優勝　　　　　女子総合5位
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

おめでとうございます

おめでとうございます

展示中～10月23日(木）まで　フィールドミュージアム　
出展：河合塾美術研究所　
10月24日(金) ～11月27日(木)　フィールドミュージアム　
出展：宝塚大学　
展示場所：ギャラリーオーガード“みるっく”（歌舞伎町1-30）
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

Ｊ

駅
宿
新
Ｒ

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

伊勢丹新宿通り り
通
治
明

新宿
三丁目駅

みるっく
ギャラリーオーガード

10月 11月 の展示

区民の方々を対象に、趣味・教養・スポーツ・語学・ダンス・子育て・国際交流などの講座やイベ
ントを企画運営してみませんか。優れた講座・イベントに対し支援します。
詳しくは、募集要項をご覧ください。
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
募集対象：区内で自主的に活動している生涯学習のグループ
支援対象となる事業期間：平成27年4月１日(水) ～平成28年3月31日(木)
支援対象となる回数・上限額：
　講座型：年間20回・最大10万円まで　
　イベント型：年間2回・最大5万円まで
※講座型とイベント型の重複申し込みはできません。
応募方法：11月25日（火）必着。所定の申請用紙に
必要書類を添付し、必ず事前予約の上、直接新宿
コズミックセンターまで持参。
※ 募集要項および申請用紙は新宿コズミックセン
ター、各生涯学習館、各地域センターで配布。
新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード
可。

問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

学童クラブ･放課後子どもひろばなどの児童指導業務
平成27年2月採用予定
契約職員募集
新宿未来創造財団では、学童クラブや小学校の
放課後子どもひろばの運営にあたり、
保護者・学校・地域の方と一緒に、子どもたちの成長を
支える熱意のある方を求めています。
応募要件：�保育士や教員免許などの資格を有する方や、

児童を指導する職務の経験を有する方など。
応募：11月4日(火)17:00必着　申込書・作文を提出

※�詳しくは新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧く
ださい。

問合せ：経営課　Tel�03-3232-7701
(平日9:00～17:00)

みなさまの事業運営をサポートします！

平成２７年度「区民プロデュース支援事業」　
企画運営団体募集

事 前 説 明 会
申し込み希望団体は、説明会前日までに
電話もしくはFax�03-3209-1833で学
習・スポーツ課まで申し込み。
日時：10月29日（水）　

①13:30～　②19:00～
会場：新宿コズミックセンター　

①�3階大会議室　②�3階小会議室
※�上記日程に参加できない場合は、別途
個別説明いたします。

神楽坂で楽しもう！
日ごろの学習・稽古の成果を披露。

体験やバザーコーナーも楽しめます。

無料無料 無料無料

昨年の様子

昨年の様子
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	レガス_02_141020
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