発行：公益財団法人新宿未来創造財団

平成27年10月20日 第115号

〒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

次号は11月5日発行です。

Tel 03-3232-7701
（代表）Fax 03-3209-1833
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日時：11月14日(土)11:00～17:00
（予定）
会場：新宿文化センター（新宿6-14-1）
問合せ：新宿文化センター
Tel 03-3350-1141

C ont e nt s
新宿区民総合体育大会
参加者募集！

2面

新宿力パワーアップ講座

3面

レガスサイエンスクラブ

3面

11 14

土

入場無料

11:00〜17:00（予定）

2015

様々な国の人々がエネルギッシュに活動し、暮らす街、新宿。
この日本屈指の国際都市・新宿で、今年も
「踊りの祭典」
を開催します。
第7回目を迎えたこのイベントは、各国の民族舞踊のパフォーマンスから、ワークショップ、
エスニック雑貨や料理の販売など、多種多様な文化と芸術が入り混じった交流プログラムを、
館内の各所で開催します。ふるってご来場ください。

大ホール「メインステージ」

エントランスロビー「特設ステージ」

Duta Melati
SAKARAK
鳳仙功舞踊研究所
東京カンフースクール
NPO法人カポエィラ・テンポ
バーンラバムタイ舞踊団
NPO法人ミャンマー日本友好協会
ミッターファンデイション
GULISTON ／グリスタン
スタジオフローラ
Alsuhana
Amira Saida
STELLA & MAFATU
丸橋広実モヒニアッタム舞踊団
安延佳珠子インド舞踊スタジオ-Studio Odissi
中野七頭舞･一の会
なんくるエイサー

大ホールホワイエ
「多文化ひろば」

モンゴル舞踊教室
中央アジア友の会
満会
藤貴会
雪乃音流
maYou(西馬音内盆踊り)
新宿カントリーダンスクラブ
やさしいフラ
ボンジュール牛込
PPS Panca Sakti
カチューシャ
バイラセニョリータス
ALMA
ブンガクルタス
日本国籍華人同携会
NPO法人日本ラテンアメリカ友好協会

NPO法人ミャンマー日本友好協会
ミッターファンデイション
Chini'sチニーズ
LUCA TIERI
ルイス&ケイコ
Duta Melati
やさしいフラ

4階＆1階会議室「体験ワークショップ」
ALMA
NPO法人カポエィラ・テンポ
PPS Panca Sakti
プトゥリ・バンブー
丸橋広実モヒニアッタム舞踊団
NPO法人ツーリズム・ネクスト
メリッサローズ

玄関前
「フード＆ドリンク」
VERDE URBANO
ペルー南米酒場HUANCHACO
インドネシアとエジプト
株式会社OmtRak
鎌倉珈琲

※大ホール内では指定された場所以外での撮影・録画を
禁止いたします。

新宿文化センターダンスプロジェクト2015
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

広 告 募 集

新宿区
全域を
カバー

「Oh!レガス新宿ニュース」
に
毎月 5 日・20 日発行
広告を掲載しませんか？ 発行部数＝128,000 部
枠広告

画像やイラストを使って、ご自身でデザインでき
ます。

掲載面

レガスパーク

中面の広告スペースに掲載する文字だけの広告
です。お気軽にご利用いただけます。

サイズ（縦 × 横） 1枠料金（税込）

表面

39,960 円

中面

76mm×48mm 30,240 円

裏面

38,880 円

お問い合わせ、
お申し込み
（先着順）

TEL

（新聞折込配布 119,000 部）

行数

料金（税込）

最低 3 行

4,752 円

4行

6,264 円

5行

7,776 円

最大 6 行

9,228 円

新宿文化センターが
優良防火対象物として
認定されました

新宿文化センターが、防火安全対
策の向上に積極的に取り組み、法令
基準を上回る高い安全性を継続的に
備えている建物として認定され、新
宿消防署より認定証の交付を受けま
した。

FAX 03-3209-1833
03-3232-7701
koho@regasu-shinjuku.or.jp

E-mail
URL

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

公益財団法人新宿未来創造財団

広報担当

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2

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2015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。

1

スポーツ

問合せ スポーツ課 Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

一 歩 一 歩 、健 康 づ く り ♪

対象：どなたでも 定員なし 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：不要。 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
料金：①②400円 ③無料 企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会 問合せ：①NPO法人新宿区ウオーキング協会 Tel 0903217-4109 ②スポーツ課 Tel 03-3232-7701（当日連絡先：NPO法人新宿区ウオーキング協会 Tel 090-3217-4109） ③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

健康
情報

①NPO法人新宿区ウオーキング協会第129回例会

②レガス健康ウォーキング

新宿御苑 新宿門前～ＪＲ中央線西荻窪駅前
約13ｋｍ

四谷地域センター ～ 都立戸山公園
約8ｋｍ

青梅街道を歩こう

新宿区有形文化財 梵鐘（釣鐘）巡りウォーク

日時：11月10日
（火）
受付8:40～9:00
（解散12:00頃予定）
集合：新宿御苑新宿門前
（内藤町11）
最寄駅…JR中央線・山手線・都営大江戸線・都営新宿線
「新宿
駅」
南口出口

③いきいきウォーク新宿

落合第一地域センター ～ 甘泉園公園
約4ｋｍ
落合第一地区楽しく、いきいきウォーク

日時：11月18日
（水）
受付8:40～9:00
（解散12:00頃予定）
集合：四谷地域センター（内藤町87）
最寄駅…東京メトロ丸ノ内線
「新宿御苑前駅」

日時：11月27日
（金）
受付9:10～9:30
（解散12:00頃予定）
集合：落合第一地域センター（下落合4-6-7）
最寄駅…西武新宿線
「下落合駅」

コース：新宿御苑 新宿門前 (スタート)→宝仙寺→杉山公園→
蚕糸の森公園→荻窪八幡神社→ＪＲ中央線西荻窪駅前
（ゴール）

コース：四谷地域センター (スタート)→正受院→法雲寺→善慶
寺→ 西迎寺→西應寺→浄栄寺→誓閑寺→宝泉寺→都立戸山公
園
（ゴール）

コース：落合第一地域センター (スタート)→かば公園→下落合
野鳥の森公園→落合中学校→おとめ山公園→清水川橋公園→
高戸橋→面影橋→甘泉園公園
（ゴール）

解散：ＪＲ中央線西荻窪駅前
最寄駅…ＪＲ中央線
「西荻窪駅」

解散：新宿スポーツセンター前
（大久保3-5-1）
最寄駅…東京メトロ副都心線
「西早稲田駅」

解散：甘泉園公園
（西早稲田3-5）
最寄駅…都電荒川線
「面影橋駅」

新宿区民総合体育大会

参加者募集

 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）で配布の各競技要項をご
詳
覧ください。新宿未来創造財団ウェブサイトからもダウンロード可。
※少林寺拳法は主管団体の都合により、今年度の実施はありません。

ゴルフ

日にち：11月18日
（水）
会場：越生ゴルフクラブ（埼玉県比企郡ときが
わ町大字番匠61）
参加資格：区内在住・在勤・在学の平成27年4
月1日現在15歳以上の方または新宿区ゴルフ連
盟 会 員 参 加 料：200円/名（ 別 途 プレー 代
15,500円と参 加 費5,000円 あり。 連 盟 会 員
1,000円引き）
※大会当日集金 定員：60名
申込み：11月10日（火）までに、氏名（ふりが
な）
、住所、年齢、電話・FAX番号、Eメール、
送迎バス利用の有無、区内在勤・在学者は名
称・所在地を明記のうえ、新宿区ゴルフ連盟事
務局あて、往復はがき、電話、FAX、Eメール
にて申込み（先着順） 〒162-0043 早稲田南
町20番地 公和ビル3階 Tel 03-6302-1571
Fax 03-6302-1572
sgr@dream.ocn.ne.jp
主管：新宿区ゴルフ連盟

グラウンド・ゴルフ

（個人戦、団体戦）

日にち：11月21日
（土） 予備日11月28日
（土）
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（金）までに 新宿区グラウ
ンド・ゴルフ協会 川上あて電話にて申込み
Tel 03-3352-9664
主管：新宿区グラウンド・
ゴルフ協会

新宿コズミックセンター

プール個人利用時間変更のお知らせ
新宿スポーツセンターの工事に伴う混雑緩和のため、下
記のとおりプール個人利用を終日2時間制に変更してい
ます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理
解いただきますようお願いいたします。
変更点
10月1日
（木）
～平成28年3月31日
（木）

変更内容

ポイントラリー（個人利用）
2時間制
※2時間を超えて利用される場合は超
過料金がかかります。

料金

変更期間

大人

400円／2時間 超過料金200円／1時間

中学生以下 100円／2時間 超過料金50円／1時間

問合せ：スポーツ課

Tel 03-3232-7701

卓球台貸し日程
変更のお知らせ
新宿スポーツセンターの工事に
伴い、新宿スポーツセンター利
用団体受け入れのため、下記の
とおり卓球台貸しの日程を変更
させていただきます。皆様には
ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解いただきますようお
願いいたします。
変更点
変更 11月5日
（木）
～
期間 平成28年3月31日
（木）

第1、第3、第5週
変更
木曜日のみ実施
内容
（第2、第4週はお休み）

講座定員変更のお知らせ
新宿スポーツセンターのプール工事に伴い、新宿コズミックスポーツセンタープールの混雑が予
想されるため、10月1日（木）よりレガスポ！講座の使用コース数が変更になりました。定員を下記
のとおり変更させていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
期間：10月1日(木) ～平成28年3月31日(木)まで
変更前

変更後

火曜日

アクアシェイプ
14:00～14:50
（受付13:45～）

35名

25名

木曜日

アクアビクス+ウォーキング
10:10～10:55
（受付9:45～）

50名

35名

※木曜日
「水中ゆっくりウォーキング」
の定員
（35名）
は変更ありません。

第69回都民体育大会夏季大会
水泳競技結果報告
入賞

8月9日(日)に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。
女子総合3位、一般女子の部背泳ぎ50m・自由形100mで室井真純
氏が第1位、男子総合5位に入賞し、入賞者多数の輝かしい成績とな
りました。

おめ
で
ござ とう
いま
す

平成28年度「区民プロデュース支援事業」企画運営団体募集
区民の方々を対象とした趣味・教養・スポーツ・芸術・音楽などの生涯学習講座やイベントを企画運
営してみませんか。優れた講座やイベントへ支援します。
募集内容：区民を対象とした講座・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28年4月１日(金) ～平成29年3月31日(金)
支援対象となる回数・上限額：講座：年間20回・最大10万円まで
イベント：年間2回・最大5万円まで
※講座とイベントの重複申請はできません。
事前説明会
応 募 方 法：11月25日(水)17:00必 着。 所
日時：10月28日(水)
①13:30～ ②19:00～
定の申請様式に必要書類を添付し、必ず事
会場：新宿文化センター
①4階第1会議室
前予約の上、新宿文化センターまで持参。
②4階第2会議室
※募集要項および申請様式は新宿文化セン
申込み：開催日前日までに新宿文化センターへ電話
ター、新宿コズミックセンター、各生涯学
にて申し込み Tel 03-3350-1141（参加できない
習館、各地域センターで配布。新宿未来創
場合は別途個別説明いたします）
造財団ウェブサイトからダウンロード可。
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

広告スペース

スタジオタ−ンズ

03-5937-1363

casper@studio-turns.com

メール

ジャズダンス 水曜日と金曜日 4：00-5：00 3 才〜 6 才
水曜日と金曜日

5：00-6：00

小学生

ヒップホップ 木曜日

4：00-5：00

3 才〜 6 才

月曜日

4：00-5：00

3 才〜 6 才

バレエ

入会金 5.400 円

月謝制

6.500 円 (5 週目はお休み）

スタジオターンズ
↓

★

シチズン

西友

薬ヒグチ
パチンコ

早稲田通り

高田馬場駅より徒歩 5 分

高 早稲田口
田
馬
場
駅

広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

STUDIO TURNS

2

無料

レガスパーク

内山ピアノ教室☆生徒募集 ☎3952-6225
幼児～大人 初心者歓迎 楽しく丁寧なレッ
スン♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分
NHK講師他の英会話/フランス語/スペイン語
50～70代クラス/小中高クラス/TOEICクラス
1回¥1620～新宿/池袋教室03(5738)8783WING
楽しいフラメンコと健康体操の生徒募集中！
シニアクラスあり！体験無料！初心者歓迎！
☎0333692008 スタジオフローラ 寺島由香
『Oh! レガス新宿ニュース』
に広告を掲載しませんか？
詳しくは http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/
Tel 03-3232-7701(平日9:00〜17:00)

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

放課後子どもひろばなどの児童指導業務（責任者）
平成28年3月採用予定

職員（契約職）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
子どもひろば等の運営にあたり、
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。
雇用形態：契約職員
（スタッフ職）
への転換あり。
※将来的には正規職員
応募：11月5日(木)17:00必着 申込書を提出
※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)

学 習
ラ

イ

フ

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1） Tel 03-3350-1141
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

ア

ッ

プ

講

座

毎年大好評 カンタンなのにステキ！

手工芸で楽しく迎えるクリスマスとお正月

今年は、①クリスマスリース、②ミニツリー、③しめ縄で作る干支飾り の3点を作ります。
手作り作品で年末年始のイベントを華やかに演出しましょう！
日時：11月30日、12月7日・14日 全3回
（いずれも月曜日） 10:00～11:45
会場：戸山生涯学習館 学習室D （戸山2-11-101）
講師：大橋秀子
（新宿区人材バンク登録者）
定員：30名
（多数抽選）
※区内在住・在勤の方優先
料金：6,000円
（材料費込）
申込み：11月18日(水)必着。往復は
がきまたは受信可能なＦＡＸ
Web
にて、記載例（4面）のとおり
記入し、新宿文化センター
へ。Fax 03-3350-4839

だれでもわかる経済・金融講座 11月講座

様々なライフステージに合わせたマネープランや資産運用を考え、金融や証券に関する
トラブルを防ぐための講座です。
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 連携・協力：NPO法人エイプロシス



11月7日
(土）

無料

10:00～ 証券基礎知識⑧
12:00 投資信託の基礎知識

投資信託の仕組み、魅力とリスク、上場投信に
ついて

13:00～ 証券基礎知識⑨
15:00 投資信託投資の実際

投資信託購入にあたっての商品の選び方、留
意点について

10:00～
11月28日 12:00
（土）
13:00～

15:00


国内の経済状況を主 現在の国内の経済状況を知るための主要な経
要データから読み解く 済指標の読み方について
あなたに合った金融商 各自の生活スタイルや生活環境が多様化する中
品の選び方
での、
自分に合った金融商品の選び方について

申込み：インターネット・FAX・TELにて受付 ※講座開催一週間前に受講票をお送りします。
問合せ：NPO法人エイプロシス 中央区日本橋茅場町1-5-8
ウェブサイト http://www.aprosis.com/ Ｔel 03-3667-8183 Fax 03-3667-8464

スマホやタブレット端末が欲しいけど…自分にも使えるのかな？
と思われた方、 実際に体験してみませんか
初心者向け

消費者講座

生命保険と医療保険

Vol. 5

オリジ ナルムードライトをつくろう！

クリスマスにむけて、すてきなオリジナルライトをつくってみよう！
会場：新宿コズミックセンター 3階大会議室
定員：各コース30名
日にち
コース
時間
（多数抽選）
※区内在住・在学の方優先 12月5日
A
10:00～12:00
料金：900円
（材料費込み）
（土）
B
13:30～15:30
協力：工学院大学科学教育センター
※希望コースをお選びください。

レガスサイエンスクラブ

対象
小学
3〜6年生

Vol. 6

新宿力パワーアップ講座

日にち
12月12日
（土）

コース
A
B

時間

無料

聞けば納得、 目からウロコの指導術

コーチング・コミュニケーション術
生涯学習活動に活かしたい方はもちろん、テーマに興味のある方ならどなたでも参加できます。
時間

タイトル

内容

コーチングの手法は子育てや教育に役立つと注目されてい
10:00～ 子どもの力を引 近年、
1
き出し、伸ば す ます。家庭や学校、地域活動においてなど、子どもに接する機会の
12:00 コーチング術
ある方に簡単に実践できるコーチングのコツを楽しく学びます。
2

19:00～ 人材育成に役立 会社や地域活動において、育成や指導を担う方に役立つ、
コーチン
21:00 つコーチング術 グによる力の引き出し方を楽しく学びます。

日にち：11月18日
（水） 会場：新宿コズミックセンター 3階小会議室
講師：谷川一美
（国際コーチ連盟認定CPCCコーチ）
定員：各20名
（多数抽選）
※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
申込み：11月13日(金)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例
（4面）
のとおり記入し、
新宿コズミックセンターへ。(はがき1枚で1講座まで) Fax 03-3209-1833
Web
※締切日以降は電話でお問い合わせください。
問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121

新宿区小学生将棋大会2015

ビ ー 玉まん げきょうをつくろう！

みんなの大好きなビー玉をつかって
すてきなまんげきょうをつくってみ
よう！
会場：新宿コズミックセンター
5階中研修室
（多数抽選）
※区内在住・在学の方優先
定員：各コース30名
料金：900円
（材料費込み） 協力：日本大学理工学部

新宿消費生活センター委託講座 無料

生命保険の基礎知識から、ご自身の生活設計や老後を見据えた保険の選び方についてお話しします。
日時：12月6日
（日）
13:30～15:30 会場：新宿文化センター 4階第1会議室
（新宿6-14-1）
講師：
（公財）
生命保険文化センター 牛嶋信治 定員：40名
（多数抽選）
※区内在住・在勤の方優先
申込み：11月24日
（火）
必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例
（4面）
のとお
Web
り記入し、新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839

No.

レガスサイエンスクラブ

iPhone+LINE講座／ iPad講座

「iPhone+LINE講座」では、iPhoneを実際に
内容
日時
触りながら、基本操作（電話・メール・カメラ
iPhone
①12月18日
（金）
10:00～12:00
機能・インターネット）からLINEの使い方まで
+LINE講座 ②12月19日
（土）
10:00～12:00
学びます。「iPad講座」では、iPadを実際に触
③12月18日
（金）
14:00～16:00
iPad講座
りながら、基本操作を学びます。
④12月19日
（土）
14:00～16:00
会場：新宿文化センター
※各講座とも1回完結型講座です。
4階第2会議室
（新宿6-14-1）
協力：ソフトバンクモバイル(株) 料金：800円
どちらの講座もお土産つき！
対象：全講座スマートフォンやタブレット端末を
お持ちでない方 各20名
（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先
申込み：12月3日(木)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（4面）のほか、希望講
座番号
（①～④）
を記入し、新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839
Web
※1回の申し込みにつき、①〜④いずれかの1講座のみ申し込み可。
※同内容の講座への重複受講はできません。

対象

10:00～ 小学1・2
12:00
年生

13:30～ 小学3〜6
15:30
年生

申込み：11月16日
（月）
必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例
（4面）
のほか、
学校名・学年・保護者氏名
（同伴の場合）
・緊急連絡先を記入し、子ども支援課へ。
Web
Fax 03-3209-1833
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122

多文化

めざせ！
新宿
！
小学生同士で将棋を体験してみよう。予選・決勝トーナメント、交流戦そして、 子ども将棋王
負
プロ棋士との指導対局ともりだくさん！ さらに今回優勝した
「将棋王」
はプロ
いざ勝
棋士とのエキシビジョンマッチがあります！
成績優秀者には表彰もあります。
日時：11月23日(月祝)10:00～16:00(9:30受付開始) ※昼食は各自でご用意ください。
会場：新宿コズミックセンター 5階大・中研修室 講師：
（公社）
日本将棋連盟所属棋士
【高学年の部】小学4年生～6年生 【低学年の部】小学1年生～3年生 ※応募者多数の場合は抽選
対象：
定員：各部35名 料金：500円
協力：
（公社）
日本将棋連盟
申込み：11月9日(月）
必着。往復はがきまたは受信可能なFAXに
て、記載例（4面）のほか、学校名・学年・参加部門を記
Web
入し、子ども支援課へ。Fax 03-3209-1833
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122

問合せ 地域交流課 Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

青少年と異文化交流

新宿区友好都市 ドイツ・ベルリン市ミッテ区

青少年派遣報告

新宿区では友好都市であるベルリン市ミッテ区と青少年交流事業として派遣と受入をそれぞ
れ隔年で実施しています。今年は、8月18日（火）～30日（日）の13日間、新宿の青少年12
名がミッテ区へ訪問しました。
現地の青少年とホームステイなどを通して、二都市間の相互交流を行い、ベルリンの壁、強
制収容所について学び、青少年同士で意見交換をしました。そして多くの文化や思想、習慣
を体感してきました。二都市間のさらなる友好につながる交流となりました。
※2016年3月～4月にはミッテ区の青少年が新宿を訪問する予定です。
問合せ：地域交流課 Tel 03-３２３２-５１２１

担当者より 新宿の青少年は、13日間のほとんどをミッテ区の青少年と一緒に過ごしました。最終日の前日に行われた「さ
よならパーティ」では、青少年の多くが別れを惜しみ、再会を誓いながら涙を流していました。日本に帰りたくないと叫ぶ彼ら
を見ていて、良い交流に携われてよかったと心から思いました。

3

お知らせ
大ホール

11/21（土）
14:00開演

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1） Tel 03-3350-1141
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

イベント盛りだくさんの楽しいファッションショー！

新 宿ファッションフィールド2015
今年のテーマ ▶ OVER

THE RAINBOW

全国から寄せられた2000点以上のデザイン画の中から第一次審査を通過した作品を入選者が制作して
発表し、グランプリを競います。ファッションショーだけでなく、楽しいイベントが盛りだくさん！
抽選会では、来場者に素敵な景品が当たります！ ファッションに興味のある方はぜひご来場ください！
時間：14:00～16:30 (開場13:30)
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、ビームス
後援：繊研新聞社、新宿観光振興協会
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、目白大学、ESP学園
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141
facebook：http://facebook.com/ShinjukuFashionField

文化・芸術・生 涯 学 習 区 民の文 化 祭

見る！

手工芸展・
陶芸展

いけ花展

２．抽選会
 協賛各社の協力による素敵な景品が来場者に当たる抽選会です。会場入口で抽選
当たる！
券をお配りします。
３．トークセッション
ア
 パレルブランドの審査員がファッション業界の様々な現場の仕事について語り合います。
聞く！
将来アパレル業界で働きたいと思っている方はこの機会にぜひ質問してみてください！

４．手づくり雑貨店
会場エントランスでは、一般公募による手づくり服飾雑貨の小物市を開催。作家さ
んの個性ある作品を販売します。素敵な1点モノを見つけてください。

新宿区共催

無料

手づくりならではの作品
を多数展示します。レガ
ス図工クラブ、新宿青年
教室の作品も同時展示予
定。
日時：11月9日(月) ～11月15日(日)
10:00～18:00
（最終日は15:00まで）

1階エントランス ・ 地下1階展示室にて開催

新宿区花道茶道協会・
花道部会員および新
宿区内で活動する方
の作品を展示します。
日時：11月13日(金) ～11月15日(日)
10:00～18:00
（最終日は15:00まで）
添え釜
（無料お茶席）
15日
（日）
10:00〜14:00
（先着100名）
協力：新宿区花道茶道協会

小ホールにて開催

邦楽のつどい

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(12:00～13:00）には「和楽器体験
教室」も開催します。この機会に伝統の和
楽器にふれてみませんか。
日時：11月8日
（日）
13:15～16:15
（12:00開場）
協力：新宿区邦楽三曲連盟

吟剣詩舞のつどい

「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28日(土)10:30～16:30（10:00開場）
協力：新宿区吟剣詩舞道連盟

同時開催
「剣詩舞体験教室」

剣や扇を使った踊りを体験！
初めての方大歓迎です。
時間：13:00～14:00 定員：10名
（先着順）
申込み：当日10:30から会場で受付

笑顔がいっぱい！ 第9回 住吉町生涯学習館まつり

あけぼのフェスタ 2015

各作品展の受賞作品を
展示します。
※短歌展・俳句展・川柳展の全応募作品を
収録した
「作品集」
を会場で配布します。
日時：11月9日(月) ～11月15日(日)
10:00～18:00
（最終日は15:00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。
日時：11月9日(月) ～
11月22日(日)
9:00～21:30

舞踊や合唱の発表、作品展示、バザー、模擬店など
楽しさいっぱい。地域の皆さまもぜひご来館ください。
日時：11月7日
（土）
・8日
（日）
10:00～16:30
会場：住吉町生涯学習館
（住吉町13-3）
・舞台発表…舞踊（日本、中国、バリ）
、三重奏、フラ
ダンス、コーラス、社交ダンス、太極拳、空手、楽器演奏など
・体験・参加…空手、太極拳、楽器演奏、社交ダンス、陶芸、絵手紙、占い
・展示作品…陶芸、七宝、木彫、絵手紙、水彩色えんぴつ画、水彩画
・販売…産直ジャガイモ、長崎皿うどん、中華ちまき、菓子パン、クッキー、パウンドケーキ、コーヒー
料金：入場無料。体験は一部有料。
問合せ：住吉町生涯学習館 Tel 03-3351-6566

14
同時開催 第１回日本IDハーフマラソン選手権大会

2016年1月31日日

開催！

『短歌展・俳句展・
川柳展』『絵画展』
『書の展』
受賞作品展

無料

ボランティアスタッフ大募集！

買う！

（新宿6-14-1）
会場 ： 新宿文化センター
日(木)は17:00まで
12
日、
休館
)は
(火
11月10日

『体験コーナー』
参加者募集
気軽に体験できるプログラムです。

日時
プログラム
参加料(材料費)
11月9日(月)
①
10:00～12:00 X`masミニ額
1,000円
11月9日(月) ひいらぎの刺繍
②
13:00～15:00
③

11月11日(水)
水彩水墨画
10:00～15:00

④

11月12日(木) 紅型染でコース
10:00～12:30 ターを染める

定員
8名
8名

500円

30名
程度

1,000円

10名
程度

企画運営：区内自主活動団体
申込み：先着順。
（定員になり次第締め切り）往復はがきまた
は受信可能なFAXにて、記載例
（下段）
のとおり記入
Web
し、新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839
※事 前申込制ですが、定員に空きがある場合、当
日参加も可能。（空き状況等を確認の上、希望す
るプログラム開催時間に直接お越しください。）

来て、 見て、 参加して、 神楽坂で楽しもう！

無料

赤城生涯学習館まつり

日ごろの学習・稽古の成果を披露。 合唱、ダ
ンスの発表や、作品展示、食べ物販売など楽
しみが盛り沢山。
日時：11月7日
（土）
・8日
（日）
10:00～17:00
会場：赤城生涯学習館
（赤城元町1-3）
・舞台発表…小唄、合唱、ゴスペル、八重山民謡、
カラオケ、楽器演奏、朗読、フラダンス、スコティッシュダンス、フォークダンスなど
・展示…陶芸、書道、水墨画、水彩画、絵手紙、版画、鎌倉彫、水引工芸、折り紙、手編み、キルトなど
・体験・参加…フォークダンス、囲碁、フラワーアレンジメントなど
・販売…カレーパン、わたあめ、陶芸作品、各種バザーなど
料金：入場無料。体験は一部有料。 問合せ：赤城生涯学習館 Tel 03-3269-2400

新宿歴史博物館
臨時休館のお知らせ

特定天井等改修工事のため、11月30日
（月）
から平成28年3月下旬まで
（予定）
全館
休館させていただきます。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。
問合せ：新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131

新宿文化センター

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

Web

返信（表）

52

記入しない

マークの付いた講座
は、インターネット
から申し込み可

申込者氏名

〒160-0008 新宿区三栄町22
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

記載例

（往復はがきの場合）

返信（裏）

申込者住所

新宿歴史博物館

申込先所在地

52

申込先名

（地域交流課、子ども支援課、
スポーツ課）
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
http:// www.regasu-shinjuku.or.jp/

往信（表）

円

申込先
新宿コズミックセンター

円

ご協力いただいた方に、お弁当と記念品をお渡しいたします。
活動内容：コース沿道整理・距離・分岐などの表示、ランナーへの給水、会場の案内誘導、ランナー
の荷物預かり、計測器具回収、参加賞などの配布、記録賞の発行補助など
対象：15歳以上の方
（中学生は参加不可）
申込み：10月31日（土）までに新宿コズミックセンター窓口、FAX、または大会ウェブサイトにて、
大会実行委員会事務局まで。Fax 03-3232-7891
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/
Web
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 03-3232-5121
そのほか大会全般
Tel 03-3232-7701
エントリーに関すること
（スポーツエントリー） f 0120-711-951
IDハーフマラソンに関すること Tel 080-4429-1672

新宿区共催

１．ファッションショー
第一次審査を通過した20作品によるファッションショーです。モデルもメイクも、その
ほとんどを学生が担います。グランプリをはじめとした各賞には、来場者が投票して選
出する
「観客賞」
もあります。

新 宿 区 生 涯 学 習フェスティバ ル 2 0 1 5

4

無料

往信（裏）
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

※在 学・在勤の場合は、通学・勤務先
名・所在地をご記入ください。

新宿コズミックセンター9日（月） ／大久保スポーツプラザ16日（月） ／新宿文化センター10日（火） ／新宿歴史博物館9日（月）･24日（火） ／林芙美子記念館･佐伯祐三アトリエ記念館･中村彝
（
（11月休館日のお知らせ）
）
アトリエ記念館2日
（月）
･9日
（月）
･16日
（月）
･24日
（火）
･30日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉9日
（月）〈戸山･北新宿〉23日
（月祝）

