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2016年 1月31日日

同時開催 第１回日本IDハーフマラソン選手権大会

新宿シティハーフマラソンに縁の深いお二人と区長との特別対談。
新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンへの期待から、
ランナーに向けたメッセージまで大いに語り合いました。
そして、3人の話題はマラソンにとどまらず2020年の東京オリンピック・パラリンピックへ…
新宿が迎える未来に向けたそれぞれの「夢」をお楽しみください。

宇佐美彰朗

新宿区長

吉住健一

君原健二

Akio Usami

Kenichi Yoshizumi

Kenji Kimihara

私 たちが 見 た

新宿シティハーフ
マラソン

Cont e nt s
障がいのある方の
「ボッチャ体験会」

4面

レガスサイエンスフェスタ
2016

6面

当日大会スケジュール

開催間近
新春名作狂言の会

7面

交通規制のお知らせは８面へ
ご迷惑をおかけしますが、大会実施中の交通規制に
ご理解・ご協力をお願いします。

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン大会公式ウェブサイト http://www.shinjukucity-halfmarathon.jp/
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私 たちが 見 た
新 宿シティハーフマラソン
今年で第14回を迎える「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」。約12,000人のランナーが、新宿のまちを駆け抜けます。開催を記念して、新
宿シティハーフマラソンゆかりのお二人と区長による特別対談が実現しました。男子マラソン日本代表としてオリンピック3大会連続出場、また本大会のス
ペシャルゲストである君原健二氏。同じくオリンピック3大会連続出場、本大会の実行委員長をつとめる宇佐美彰朗氏。マラソン界の巨匠であるお二人を、
本大会の会長でもある吉住健一新宿区長がお迎えし、お二人の競技時代のエピソードから新宿シティハーフマラソンへの期待まで大いに語り合いました。
そして、3人の話題はマラソンにとどまらず2020年の東京オリンピック・パラリンピックへ… 新宿が迎える未来に向けたそれぞれの
「夢」
をお話し頂きました。

私たちが見た新宿シティハーフマラソン
吉住

ンピック選手に入部を勧めたことを？
君原 それは覚えてるでしょう。彼自身も中学3年の

ずっと新宿シティハーフマラソンにご協力いただき

ときは全国大会で5位に入ったこともあるほどの人で、

まして、ありがとうございます。君原先生には、もう７回も

八幡製鉄（現・新日鐵住金（株））に入社して長距離

走っていただいていますね。

走を目指すと言ってました。

君原

宇佐美

私が初めて参加したときは、本当に感動しました。

私の場合は箱根駅伝からです。

国立競技場をスタートして神宮の外苑辺りを走るわけで

吉住

すが、52年前の東京オリンピックの風景がそのまま残っ

宇佐美 いえ、当時は沿道の方々こそ「通ってくれな

ているんです。
当時、
走った思い出がまざまざとよみがえっ

いと正月が来ないよ」とおっしゃっていましたが、それ以

華々しいデビューだったのですね。

て、本当に感動いたしました。以来、ずっと長く参加さ

外は関係者が盛り上がっているだけでした。放送もラジ

せていただいて、本当に幸せです。

オがダイジェストを流してくれるだけで、今とは大違いで

吉住 ありがとうございます。宇佐美先生には新宿シティ

した。

ハーフマラソンの実行委員長をつとめていただきながら、

君原

子どもたちの指導もお願いしているそうですが。

されたそうです。そんな時代でした。

宇佐美 いまは新宿区の30～40人の小学生の実習を見

東京オリンピックで初めてマラソン全体が生中継
優先されるような環境の都心、それも東京のど真ん中の
新宿区で、競技の間だけは人が走っていいよ、というこ

ながら、冬場近くなると、シティハーフマラソンの２キロの

市民ランナーは五感で楽しめる

の環境は、多くのランナーの憧れだと思います。車で通っ

コースに参加できるように、長距離走を指導しています。

吉住 いま新宿シティハーフマラソンのランナー募集を開

た風景と、走りながら見る風景は違うものです。ランナー

吉住

私は高校１年まで野球をやっていたのですが、目

始すると、10分くらいで満員になってしまいます。今日の

としては嬉しい感触だと思います。

をけがして２年生から陸上部に入りました。その頃お二

マラソンの盛り上がりについて、どのような印象をお持ち

人が、いろんな雑誌などに出ていらっしゃって､ 私にとっ

でしょうか？

IDマラソンの喜び

ては神様のような存在でした。まさか一緒にお仕事をさ

君原 日本人に非常に向いたスポーツだと思います。爆

吉住

せていただけるなんて思ってもみませんでした。

発的なパワーは必要ありません。粘り強く、辛抱強く、

障 が い 者 の マラソン）を始 めることになりました。

今回、宇佐美先生のご提案で*IDマラソン（知的

人生のいたずらでマラソン選手になった？

持続性が必要です。農耕民族に合ったスポーツという感

*Intellectual Disabilityの略

じがいたします。

宇佐美

吉住

宇佐美 ちょっとブームのようになっているので、継続す

も、普通にトレーニングでき、記録を狙える体力がつくの

うものだったのでしょうか？

るには根本的に何が必要かということを運営側としては

です。もうハンディがあるという感覚はないような走りをさ

君原

押さえておかないといけないでしょうね。

れています。そしてゴールしたときに、本人がうるうるとく

最初に長距離走に取り組まれたきっかけはどうい
私の場合は、中学２年生のときクラスメートから駅

知的障がい者の方でも視覚障がい者の方で

伝クラブに入ることを勧められました。でも小学校のとき

るんですよ。手伝ったこっちも
“もらっちゃい”
ましてね。そ

に運動会で一等を取ったことはないし、走ることは得意

ういう手伝いができるのは、感動ものです。

じゃなかった。それどころか、興味も関心もなかったんで

吉住 ロンドンで、パラリンピックが開催されたとき、日本

す。でも、とっても気の弱い中学生だったものですから、

人選手もかなり活躍をしましたね。あのころ日本でも、パ

自分の意見を主張できなくて、つまり断りきれなくて、走る

ラリンピックを応援したいという雰囲気が、国民全体の中

ことを始めました。それから60年も走り続けています。人

に広がっていったような気がするのです。障がい者の方

生のいたずらとでもいうのでしょうか……

の競技というのは、一般の人の心も……

宇佐美 その方は覚えているのでしょうか、未来のオリ

宇佐美

動かしちゃいますね。

吉住 そこで、市民マラソンの魅力というのは、どの辺
に楽しさとか、意義があるのでしょうか？
君原

難しい技術も必要ありませんし、誰でも参加でき

ます。そして短距離走は練習の成果が記録に反映され
にくいけれども、マラソンは努力した成果が正直にタイム
に出てきますから、その辺が魅力ではないかと思います。
私が競技者として取り組んでいたときは、走ることを楽し
いなんて思ったことはなく、つらい、苦しいものでした。
でも市民ランナーで、ゆっくり走るのは楽しめます。新宿
の美しい街の風景を見たり、声援を聞いたり、町の匂い

君原健二 きみはらけんじ

1941年、福岡県北九州市生まれ。
1964年の東京オリンピックから3
大会連続出場。メキシコ五輪で銀
メダルに輝く。新日鉄八幡製鉄や
九州短期大学を経て、現在は講演
やゲストランナーとして活動中。
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を嗅いだり、人と触れ合い、大地と触れ合うとか、五感
でレースを楽しめる。それも走る楽しさの一つになると思
います。
宇佐美

私個人としては、普通の生活をしていると車が

宇佐美彰朗 うさみあきお

1943年、新潟県吉田町生まれ。
1968年のメキシコオリンピック
から3大会連続出場。日本大学で
本格的に陸上を始めた異色選手。
東海大学陸上部監督など指導歴
も豊富。東海大学名誉教授。

す。
君原 ほう、250団体ですか。
宇佐美 ヨーロッパでは、スポーツ団体間の横のつな
がりがしっかり組織されているので、ボランティアの文化
が深く根付いているのです。日本はどうしても縦のつな
がりなので、
バスケットならバスケット、
ラグビーならラグビー
にしか関わりを持たないような運営管理が今までだった
のかなと感じました。
吉住

かなり活発ですね、マインツは。スポーツ交流と

いうか、スポーツをすることが市民にとってもごく普通のこ
となのでしょうね。
吉住 ええ、確かに。今度、実際に一緒に走っていた

宇佐美 そうですね。ですから仕組みについても整然と

だくことになるんですけど。

していて、バスケットが国際大会をやるとなったら、ちゃ

君原 はい。元オリンピック選手のランナーということで、

んとほかのスポーツからも協力してくれる。国際大会でも

大変喜んでくださるので、お役に立っているなと、とても

ぽんとやれるということのようですね。

幸せに感じます。

大会ではマイペースで走ることが大事
吉住

今年も、5000人弱の方がハーフマラソンで走りま

日本の場合、まだまだ手掛けたばかりな状態ですから、
アルバイトと区別ができていない。大学生の就活のとき、
履歴書にボランティア経験を書くと有利という話があります
（笑）。

宇佐美

そんなとき、積極的に教えてあげられないと、

すが、市民ランナーたちにアドバイスをいただけますでしょ

吉住 ボランティアをすると大学から単位がもらえるから

おもてなしにならないですね。

うか。

とか。

吉住 ええ。言葉がわからなくても、物おじしないで、

大会だと非常に興奮します。応援の人も多いか

宇佐美 そうなんです。それはボランティア文化とは違う

身ぶり手ぶりでも会話ができるようにするとか、そういう教

ら、つい頑張り過ぎるきらいがありますので、ぜひ落ち着

と思います。新宿シティハーフマラソンでも、相当の人数

育を進めていくことが、私たちのこれから４年間の一つの

いて、マイペースで走っていただきたいと思います。

の方が協力してくれていますので、ぜひ、ボランティア文

目標だと思います。ボランティア精神の涵養です。オリン

宇佐美 どの段階の方でも、自分の目標タイムをまず設

化を徐々に浸透させていきたいと思います。ボランティア

ピックは一つのチャンスととらえています。

定して、そのタイムを出すための平均スピードを計算して、

の醍醐味は、実際に体験していただくといいと思います

スタートからそのスピードを維持するように走ってもらうと、

ね。やっぱり誰かの活動を支えるということは、気持ちい

区民全体が分かち合える大会に

高い確率で目標タイムに近づいて、バンザイでゴールでき

いものです。

吉住

君原

かんよう

君原先生は、いまも各地の大会のゲストランナー

るのではないかと思いますね。

として活躍されていらっしゃるんですね。

吉住

君原 はい。月に一度程度ですけれども。

周りの雰囲気にのまれてペースが上がると、最後

まで続かないということですね。私はあまり長い距離を

吉住

走っていなかったので、退職したら走ってみようと思って

走ってくれるんですよ」と話をすると、皆さん「え、本当！」

います
（笑）
。

なんて驚かれることが多いです。
君原

新宿シティハーフマラソンで「君原さんが一緒に

私を知っている方が結構いらっしゃったということ

ボランティア文化を育てたい

はありがたいことです。それに、走っていると、私が選

吉住 いま、いろいろな団体にお願いしてマラソンボラン

手を励ますんじゃなくて、選手から私が励まされます。

ティアを確保していただいているのですが、自分は走る

吉住

エントリーができなくてもボランティアとして参加したいと

ありますでしょうか。

か、そういう方が増えればありがたいですね。

君原

2020年に向けて、夢とか、伝えていきたいことが
夢という意味では、一番進化した素晴らしいオリ

私はNPO法人日本スポーツボランティア・アソ

吉住 そうですね、参加意識ですね。また、今年はボ

ンピックが開催されることを本当に期待しています。

シエーションを立ち上げてから10年が経ちます。その仲

ランティアだったけど来年は自分で走ってみようとか両者

吉住

宇佐美

宇佐美先生はいかがですか？

間と話しているのは、スポーツを、やる場面と、支える

の感覚に隔たりがなくなればいいですね。実際、区民マ

宇佐美

場面に大きく分けると、案外、意識を変えてもらえるのか

ラソンなので２キロコースがあったり、３キロコースがあっ

など物が残りましたが、今回は、子どもたちの心にオリン

なあ、ということです。プレーする楽しみ、応援する感動、

たり、小さいお子さんだと「ひよこの部」 があったり、

ピックがスポーツ文化として残るような仕組みを作ろうと

同じ場所で共有する時間、そして、それを支えるボラン

42.195メートルですけど
（笑）。そんなこともやっています。

思っています。あと４年しか時間がないのですが。

ティアというわけです。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、競技

ヨーロッパでは、これは当たり前なんです。ドイツのマ

に関わるボランティアもありますが、メイン会場となる国立

インツという所で視察させてもらったのですが、マインツ

競技場が新宿区にありますので、競技場に行くために道

の役所には250のスポーツ団体が登録されているので

を聞かれることなども多いと思います。

前の東京オリンピックでは、新幹線や高速道路

吉住 そうですね、パラリンピックの方も、子どもたちが
見学する機会を作りたいと考えています。
それに、各国の方が新宿に宿泊するので、この機会
に、伝統芸能を身に付けている多くの区民の方々が、
文化プログラムの一環として、自分の持っている技術を
来街者に見せるような舞台をしつらえていきたいと思いま
す。
宇佐美 そういう掘り起こしをやっていただけたらいいで
すね。
吉住

何らかの形で自分もスポーツの平和の祭典に関

わったんだという思い出を持ってもらえると嬉しいですね。
次にオリンピックが来るころは、私も生きていられるかどう
かわかりませんので（笑）
、最高の大会に少しでも協力で
きればと思っています。
新宿シティハーフマラソンも、いまは外苑の周辺を周
回するコースですが、将来的には新宿区の全域を回る
１周のコースにして、区民全体が分かち合える大会に育
てていきたいと思っています。
君原 いいですね。私も頑張って、そのコースを走りた
いですね。
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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

情報

健康づ くり♪

NPO法人新宿区ウオーキング協会

第132回例会

新宿スポーツセンター前～代々木公園 原宿門

追憶の1964東京オリンピックを歩く、その2 競技会場巡り

約10ｋｍ

日時：2月9日
（火）
受付8:40～9:00
（解散12:00頃予定）
集合：戸山公園 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」／ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬
場駅」
コース：戸山公園 新宿スポーツセンター前 (スタート)→早稲田大学記念会堂跡→若松地域セン
ター→聖徳記念絵画館→国立競技場跡→日本青年館跡→秩父宮ラクビー場→ 東郷神社→国立
代々木競技場→代々木公園 原宿門(ゴール)
解散：代々木公園 原宿門
（渋谷区代々木神園町2-1）
最寄駅…
ＪＲ山手線
「原宿駅」
、東京メトロ千代田線・副都心線
「明治神宮前駅」
問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会 Tel 090-3217-4109

障がいのある方の
「ボッチャ体験会」

パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」の体験会を実施します！ 障がいの有無や老若男女問
わず楽しめるスポーツです。知っている人も知らない人も、みんなでボッチャを体験してみよう！
日時：2月11日
（木祝）
10:00～11:30
（受付9:30〜）
会場：新宿コズミックセンター 地下1階多目的広場
対象：どなたでも 20名
（多数抽選） ※障がいのある方優先
料金：100円(同伴者無料） 協力：新宿区スポーツ推進委員協議会
申込み：2月2日(火）必着。新宿コズミックセンター窓口などにて配
布の申込書に記入し、新宿コズミックセンター窓口へ。ま
たは、はがき
（52円）
、受信可能なFAXにて記載例
（5面）
の
ほか、
「障がいの種類」
「車いす使用の有無」
「同伴者の有
無とその人数」を記入し、新宿コズミックセンターへ。
Fax 03-3209-1833

みんなでボッチャだ！

屋外スポーツ施設・学校校庭スポーツ開放
小学生区分・中学生区分の団体登録更新について

有効期限が平成28年3月31日までの「小学生区分」
「中学生区分」の団体登録更新を受付中です。
期限間近になると窓口が大変混み合いますので、余裕をもってお越しください。
対象：①【屋外スポーツ施設】小学生区分 ②【学校校庭スポーツ開放】小学生区分・中学生区分
その他：代表者の本人確認書類（運転免許証・健康保険証など公的な証明書）を必ずお持ちくださ
い。代理人による申請の場合は、代表者の本人確認書類（コピー可）のほかに、代理人の本人確認
書類および代表者・代理人それぞれの署名が必要です（代理人は団体メンバーの成人保護者に限り
ます）
。団体登録申請用紙は新宿コズミックセンターで配布および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：①スポーツ課 Tel 03-3232-7701 ②地域交流課 Tel 03-3232-5121

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で配布の競技要項をご覧ください。
詳
新宿未来創造財団ウェブサイトからもダウンロード可。

フットサル競技

日時：3月12日
（土） 10:00～22:00
（予定）
会場：新宿コズミックセンター 2階大体育室
参加資格：区内在住・在勤の平成27年4月1日現在15歳以上の男性または女性で構成された
チームまたは新宿区サッカー協会登録チーム 募集数：一般クラス
（オープンクラス）
16チーム
料金：2,000円／チーム
（別途協会経費3,000円あり）
※申込み後、指定口座に振込
主管：新宿区サッカー協会フットサル委員会 申込み：1月20日（水）
〜3月5日（土）必着（先着
順）
。新宿区サッカー協会フットサル委員会ウェブサイト（http://shinjukukufa.com/futsal/）に
て詳細を確認後、Eメールにて申込み（ shinjuku_fa@yahoo.co.jp） ※募集チーム数に達し
た場合、先着順でのキャンセル待ち ※上記期間外および郵送・FAXなどでの申込みは不可

新宿コズミックセンタープラネタリウム

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：400円 企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会

レガス健康ウォーキング

哲学堂～新宿スポーツセンター前
哲学堂から おとめ山公園散策

約9km

日時：2月17日
（水）
受付8:40～9:00
（解散12:00頃予定）
集合：哲学堂公園 グラウンド南の広場
（中野区松が丘1-34-28）
最寄駅…西武新宿線
「新井薬師前駅」／都営地下鉄大江戸線
「落合南長崎駅」
コース：哲学堂公園（スタート）→妙正寺川 →落合公園→薬王院→おとめ山公園→神田川→甘泉園
公園→穴八幡宮→戸山多目的運動広場→新宿スポーツセンター（ゴール）
解散：戸山公園 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」
、ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場
駅」
問合せ：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）

第6回新宿区ユニカール大会 参加チーム募集

「ユニカール」
とは、氷上スポーツ
「カーリング」
をオフシーズンでも楽
しめるように考案されました。カーペット上でストーンを滑らせ、シ
ンプルでありながらも奥が深く、チームワークが要求されるニュー
スポーツです。老若男女問わず誰もが気軽に楽しむことができます。
日時：3月6日
（日）
14:00〜18:00
（受付13:30〜）
会場：新宿コズミックセンター 地下1階小体育室
対象：区内在住・在学・在勤の方 3名１チーム 定員：40チーム
（先着順）
料金：1,500円/チーム
（新宿区ユニカール協会加盟チームは1,000円/チーム）
主催：新宿区ユニカール協会
申込み：2月19日
（金）
必着。チーム名、参加者氏名、年齢、住所、電話・FAX番号を記入し、FAX
にて新宿区ユニカール協会事務局へ。Fax 03-3368-7538
問合せ：新宿区ユニカール協会事務局 Tel 03-3368-7538

平成28年度
新宿区小学生野球大会
参加チーム募集

無料

日頃の練習の成果を発揮する大会です。
優勝目指して頑張りましょう！
日時：4月3日
（日）
・10日
（日）
・16日
（土）
・24日
（日）
・
29日
（金祝）
・30日
（土）
、
5月1日
（日）
・3日
（火祝） 全8日間
予備日：4月9日
（土）
・17日
（日）
・23日
（土）
、5月4日
（水祝）
・8日
（日）
会場：戸山多目的運動広場(戸山3-2)、西落合公園少年野球場
（西落合2-19）
対象：区内在住・在学の小学生で構成されたチームまたは新宿区少年軟式野球連盟登録チーム
定員：高学年の部
（新6年生以下）
・低学年の部
（新4年生以下）
・女子ソフトの部 計45チーム
主管：新宿区少年軟式野球連盟、新宿区軟式野球連盟
申込み：3月10日（木）必着。所定の申込書に必要事項を記入のうえ、新宿コズミックセンター窓口
へ持参。受付時間9:00～19:00 ただし、休館日の2月8日(月)は9:00～16:30
※詳しくは、新宿コズミックセンターで配布の各競技要項・申込書をご覧ください。新宿未
来創造財団ウェブサイトからもダウンロード可。
その他：①【代表者会議】
3月26日(土)14:00開始(受付13:30〜)
戸山生涯学習館 1階ホール(戸山2-11-101)
※参加チームは必ず出席してください。
②【審判講習会】
3月20日(日祝)9:00～12:30(受付8:30〜)
③【アナウンス講習会】
3月20日(日祝)11:00～12:30(受付10:30〜)
※②③の会場は、ともに戸山多目的運動広場。
雨天の場合は、3月27日(日)に延期。

問合せ スポーツ課

Tel 03-3232-7701

障がいのある方のための

Bossa Nova & Jazz ♪ ＋ Pops

どなたでも気兼ねすることなく、プラネタリウムの一般投影をお楽し
みいただけます。上映途中の入退場は自由。声や音を出しても大丈
夫です。（上映内容は、一般投影・春番組「春の星空と動いている大
陸」
です。投影は約50分）
※字幕はありません。
日時：3月5日
（土）
11:00開始
（10:30開場）
対象：心身に障がいのある方 70名
（先着順） 料金：100円
（同伴者無料）
申込み：2月25日（木）必着。新宿コズミックセンター窓口などにて配布の申込書に記入し、新宿コ
ズミックセンター窓口へ。または、はがき
（52円）
かＦＡＸにて記載例
（5面）
のほか、
「障がい
の種類」
「車いす使用の有無」
「同伴者の有無とその人数」
を記入し、新宿コズミックセンター
へ。Fax 03-3209-1833
※当日は、定員の関係上受付できない場合があります。

バレンタインという特別な日を、プラネタリウムの星空の下、大切な
方とお過ごしになりませんか？ 素敵な時間をお届けします !
日時：2月14日
（日）16:00開演
（15:30開場）
※約85分(予定)
出演：aviao (Vo/Gt,Pf) & Friends (Sax,Bs)
曲目：FLY ME TO THE MOON、 風になりたい、 星に願 いを、
STARDUST ほか
（予定） ※途中冬の星空解説があります
対象：どなたでも 140名
（多数抽選）
※要事前申込み。全席自由
※未就学児入場不可、小学1～3年生は保護者同伴。
料金：1,500円
（当日支払い）
申込み：2月7日(日)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例
（5面）
のとおり記入
し、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833

“わくわくプラネタリウム”

4

Valentine ☆ 星空コンサート

Web

学 習
消 費 者 講 座

新宿消費生活センター委託講座 無料

スマホネイティブ世代（小中学生）の 保護者向け

～聞けば納得、 目からウロコの指導術～

インターネット安心講座

コーチング・コミュニケーション術

～相談できる親になろう～

小中学生のネットコミュニケーションについての不安をなくすために、保護者として知っておきたい
インターネットのルールやマナー・トラブル事例を学びます。自分自身のインターネットの不安をな
くし、子どもから相談を受けられる保護者になりましょう。
日時：3月5日
（土）
10:00～11:30 会場：新宿文化センター 4階第1会議室
講師：
（一社）
セーファーインターネット協会 高橋弘子
対象：小中学生の親や祖父母 40名
（多数抽選）
※区内在住・在勤・お子さまが在学の方優先
（金）
必着。往復はがきまたは受信可能
申込み：2月19日
なFAXにて、記載例(下段）のほかお子さまの
学年と、在勤の方は勤務先名・所在地、在学
の方はお子さまの学校名を記入し新宿文化セン
ターへ。Fax 03-3350-4839
Web
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

第１２回男女共同参画フォーラム

うれしいことも つらいことも
自然体で

無料

新宿未来創造財団では、さまざまな分野で活躍されているNPO法人や企業などの団体
と事業連携を行っています。新宿区民を対象とした講座やイベントの企画提案をご希望
の場合は、お気軽にご連絡ください。
申込み：まずはTELまたはEメールにて新宿文化センターまでご連絡ください。所定の企
画書と資料の提出後、新宿未来創造財団の規定に沿った基準での審査あり。
※審査の結果、ご協力できない場合がございます。
bunka@regasu-shinjuku.or.jp
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

みるっく

作品出展募集

6月展示：5月27日(金) ～6月23日(木)
7月展示：6月24日(金) ～7月21日(木)

ょう！
皆 で 落 語 を 楽しみまし
募集内容

生涯学習、社会教育、文化芸術、健康づくり、子育てなど、
さまざまなカテゴリーの企
画 ※ただし、勧誘や販売を目的としない内容に限ります。

募集対象

都内に事業所を有し、企画事業に関する専門知識をお持ちの団体や企業

『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/

北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)

2月2日
（火）
14:00～16:00

3階 学習室A

西戸山生涯学習館(百人町4-7-1)

2月3日
（水）
10:00～12:00

2階 視聴覚室

住吉町生涯学習館(住吉町13-3)

2月3日
（水）
14:00～16:00

地下1階 学習室A

赤城生涯学習館(赤城元町1-3)

2月4日
（木）
14:00～16:00

2階 レクリエーションホール

戸山生涯学習館(戸山2-11-101)

2月5日
（金）
10:00～12:00

1階 ホール

団体登録更新の手続き

有効期限が平成28年3月31日までの生涯学習館登録団体
で、4月以降も登録団体として活動を継続される場合は、
有効期限内に登録している生涯学習館で更新手続きを行ってください。代表者の住所が確認できる書
類
（運転免許証・健康保険証など公的機関発行の身分証明書
（コピー可）
）
を必ずお持ちください。

申込先
新宿コズミックセンター

（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）
52

新宿歴史博物館

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

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/
Tel 03-3232-7701
（平日9:00〜17:00）

Web

記載例

（往復はがきの場合）

返信（表）

返信（裏）

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

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

利用者懇談会の開催

生涯学習館の運営について、日頃ご利用いただいている団体の皆さまとの意見交換
や、相互の親睦を深めるために、利用者懇談会を以下の日程で開催いたします。登
録館以外での参加も可能です。ぜひご参加ください。(事前申し込み不要)
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

申込者住所

桐朋音大元講師の個人レッスン ☎3952-5055
初歩～受験 現附属音楽教室講師 中井駅7分
「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」で検索を

生涯学習館

円

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

②開催の4カ月前を目途にご提案ください。
※ただし、新宿未来創造財団管理施設での開催をお考えの場合、施設の予約状況に
よっては開催時期を変更していただく可能性があります。

申込先所在地

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

備考

申込先名

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

①参加者の受講料は無料の講座やイベントに限ります。
※教材費などはご相談ください。

円

レガスパーク

桂夏丸

レガス新宿ができること 広報紙
「Oh!レガス新宿ニュース」
への掲載、
新宿未来創造財団管理施設の予約など

展示場所概要：展示ボックス(立体作品および平面作品)…10か所
縦120cm横90cm奥行85cm程度
展示ケース(主に平面作品)…5か所 縦120cm横85cm奥行8cm程度
対象：グループ…会員数が5名以上で8割以上が区内在住･在勤の方で構成されていること
個人…区内在住の方
定員：原則1団体または個人ですが、複数の団体個人で合同展示も可。（多数抽選）
申込み：2月10日(水)必着。はがき(52円)またはE-mailにて新宿文化センターまで以下をお知ら
ギャラリーオーガード
せください。
・出展者名(団体の場合団体名と代表者名) ・日頃の活動場所
歌舞伎町
西武
・郵便番号 ・住所 ・電話番号 ・E-mailアドレス
新宿駅 新宿区役所
靖
国
通
り
新宿西口駅
・出展希望月 ・出展予定作品の内容および点数見込
スタジオ
明
アルタ
治
問合せ：新宿文化センター
Ｊ 新宿通り 伊勢丹り通
Ｒ
都営地下鉄
Tel 03-3350-1141
新 東京メトロ
大江戸線
宿 丸ノ内線
駅
新宿
bunka@regasu-shinjuku.or.jp
三丁目駅

広告スペース

障がいのある方の
「落語鑑賞会」

岩崎恭子

連携事業・講座の企画募集

ギャラリーオーガード

テーマは、コーチングの技術を活かしたコミュニケーション術です。コーチングは、子育てや教育
に役立つと近年注目されている技術です。家庭や学校、地域活動において、簡単に実践できるコー
チングのコツを学びましょう。
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。
日時：2月18日
（木）
10:00～12:00
会場：新宿コズミックセンター 3階大会議室
講師：谷川一美
（国際コーチ連盟認定CPCCコーチ）
定員：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：2月10日(水)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、
記載例
（下段）
のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。 Fax 03-3209-1833
※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

どなたでも気兼ねすることなく、落語をお楽しみいただけます。
声や音を出しても大丈夫。（途中入退場自由）
日時：2月27日
（土）
13:00開始
（12:30開場）
※約50分
会場：大久保スポーツプラザ 3階和室
（大久保3-7-42）
出演：桂夏丸
（二ツ目）
対象：心身に障がいのある方とその同伴者 40名
（多数抽選）
※区内在住・在勤・在学者優先
料金：100円
（同伴者無料）
申込み：2月17日（水）必着。新宿コズミックセンター窓口などにて配
布の申込書に記入の上、新宿コズミックセンター窓口へ。ま
たは、はがき
（52円）
かＦＡＸにて記載例
（下段）
のほか、
「障が
いの種類」
「車いす使用の有無」
「同伴者の有無とその人数」
を記入のうえ、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-32091833 ※当日は、定員の関係上受付できない場合があります。
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

～水泳から学び 伝えたいこと～

アトラクション…手話パフォーマンスグループ
ＨＡＮＤ Ｓ
ＩＧＮ
第1部…ワーク・ライフ・バランス優良企業表彰
第2部…講演 岩崎恭子
（スイミングアドバイザー、
バルセロナオリンピック
金メダリスト）
日時：2月20日
（土）
13:30～16:00
（開場13：00）
会場：四谷区民ホール
（内藤町87）
定員：450名 主催：新宿区
企画運営：男女共同参画フォーラム実行委員会
申込み：当日直接ご来場ください。 ※託児あり（2月5
日
（金）
までに申込みください）
、手話通訳あり。
問合せ：新宿区子ども家庭部男女共同参画課
Tel 03-3341-0801

無料

好評につき
追加講座！

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。

5

子ども

問合せ 子ども支援課 Tel 03-3232-5122
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

コズミックセンターが大きな理科実験室になる。

レガスサイエンスフェスタ2016 3/5

［土］10:00-16:00

今年もサイエンスフェスタで「科学」への興味のトビラをひらこう！

No

プログラム

ねんドル岡田
ひとみさんの
1
『ミニチュアね
んど教室』
コンピュータ
プログラミン
グを体験しよ
2 う！

ドーム映像
『ミクロちゃん
3
と行く宇宙の
旅』

内

容

講師・協力

こねこねこねこね…ねんどをこ
ねるとどんな形になるかな？E
テレで活躍中の岡田ひとみお
姉さんと一緒に、ミニチュア CHEESE
フードづくりを楽しもう！
㈱チーズ

時間・定員

会場

①10:00～11:00
2階
②12:00～13:00
大体育室
各回50名

タブレットを使って、だれでも
簡単に楽しめるプログラミン
グの世界を体験しよう！
合同会社デジ
※保護者と参加していただ タルポケット
けるプログラムです。
※小学3〜6年生が対象です。

①10:00～10:45
②11:00～11:45
③13:00～13:45
３階
④14:00～14:45
小会議室
⑤15:00～15:45
各回 20名
(保護者含む）

細胞の世界からあらわれたミ
クロちゃんと一緒に、大きな
ドームの中に映し出される「い
のちの探検」に出かけよう！新 ㈱アイカム
宿区内では初の上映です。

①10:10～10:50
②11:10～11:50
③13:10～13:50 ２階
④14:10～14:50 大体育室
⑤15:10～15:50
各回60名

講師：
（一社）
平面から立体へ、1枚の折紙
日本折紙協会
がみるみる間に変化します。
認定折紙講師
4
平面の折紙を折って「ティラノ
島田秀一
折紙で恐竜を サウルス」や「トリケラトプス」
協力：
（一社）
折ってみよう！ を折ってみよう！
日本折紙協会

①14:00～14:50
2階
②15:10～16:00
大体育室
各回50名

①10:10～11:00
ミニ
ミニプラネタリウムを飾って自 NPO法人
②11:30～12:20
2階
5 プラネタリウム 分の部屋をプラネタリウムに 子ども・宇宙・ ③13:40～14:30
大体育室
づくり
しよう。
未来の会
④15:00～15:50
各回30名
あんどん

6

7

7色ミニ行燈
作り

ぷるぷる芳香
剤作り

LEDランプと電子回路を使っ

ところ

野老
て7色に変化する自分だけの
実験クラブ
あんどん
ミニ行燈を作ってみよう！

①10:10～11:10
②11:30～12:30
2階
③13:40～14:40
大体育室
④15:00～16:00
各回30名

東京理科大学
ぷるぷるしていいにおい！自 サイエンスコ
随時受付可
分で好きな香りを付けて高吸 ミュニケーショ
最終受付15:40
水性ポリマーの性質を知ろう。 ンサークル
chibi lab.

2階
大体育室

新金寶グループ
10:00～16:00
XYZプリンティ
各回15分程度
ングジャパン
各15名
㈱

2階
大体育室

３Dプリンターってどうやって
見てビックリ！
出力するの？実際に様子を見
8 ３Dプリンター
ることができます。 出力サン
のスゴ技！
プルのおみやげつき！

①10:20～10:50
②11:00～11:30
長岡技術科学 ③11:40～12:10
電池と磁石、銅線を使って本
リニアモー
大学
④12:40～13:10
格的なオリジナルリニアモー
2階
9 ターカーを
テクノロジーエ ⑤13:20～13:50
ターカーを作ってみよう（サイ
大体育室
作ってみよう！
デュケーション ⑥14:00～14:30
ズは約10センチです）
。
サークル
⑦14:40～15:10
⑧15:20～15:50
各回20名

多文化

プログラム

内

容

講師・協力

大気圧を体感したり、ミニホ
「空気」
をテー
バークラフトを作って、見えな
10 マに遊んじゃお
い「空気」のことを学べる本格
う
的な実験講座です。
まん げ

11

キラキラ万華
きょう

鏡づくり

東京大学サイ
エンスコミュニ
ケーションサー
クル CAST

時間・定員

①10:10～10:50
どうして万華鏡はきれいな形
②11:10～11:50
や色に変化するの？
NPO法人東京
２階
③13:40～14:20
実際に万華鏡を作って光の屈 児童文化協会
大体育室
④14:40～15:20
折や見え方の秘密を探ろう！
各回40名

コピー機の中で行われている
６つのプロセスを実際に子ど
もたちが体験できるよう工夫
コピー機に
されたプログラムです。最後
12
なってみよう！ はデジタルカラー機で１６面 ㈱リコー
カットのハクリ紙に子どもが描
サ ス テ ナ ビリ
いた原稿をコピーしてお土産
に持って帰ることができます。 ティ推進本部
随時受付可
社会環境室
カラーサインペンで描いたモ
CSRグループ 最終受付15:30
ンスターの絵を複合機で読み
込 み、 他 の 参 加 者 の モンス
ターとスクリーン上で対戦を
熱闘！
13
繰り広げる仮想ゲーム方式の
紙バトラー
実験プログラムです。デザイ
ンや色使いを工夫して、より
能力の高いモンスターを描く
ことが勝利へのポイント！
食塩水で電池
を作ってみよ
14
う！

体感せよ！
肉食恐竜ティ
15
ラノサウルス
の脅威！

会場

①10:30～11:30
②13:00～14:00 ２階
③14:40～15:40 大体育室
各回20名

え？食塩水で電池ができるの？
（一社）
ディレク
みんなが作った食塩水電池で
トフォース
モーターを回してみるよ！誰
理科実験グ
の 電 池 が 一 番 長 持 ちするか
ループ
な？
地 上 に 存 在し
た最 大 の 肉 食
恐 竜。 そ れ が
㈱ココロ
ティラノサウル
スだ！

ロボットセミ
ナー
16
ボクサー・ビー
トル操縦体験

競技ルールに基づい
て対戦型で行う本格
的なロボット操縦体
験！

飛べ ! 手作り
17 スーパー紙飛
行機！

ハサミとホチキスだけで完成
するスーパー紙飛行機！大学
生のお兄さん、お姉さんと一
緒に作って、みんなで飛ばし
てみよう！

芝浦工業大学
地域連携・生
涯学習
センター

2階
多目的室

①10:10～11:00
②11:30～12:20
３階
③13:40～14:30
大会議室
④15:00～15:50
各回21名

随時受付可

１階
ロビー

随時受付可
最終受付15:40
各回5分程度
各4名

地下１階
小体育室

①10:30～11:30
②13:00～14:00 地下1階
③14:45～15:45 小体育室
各回30名

会場：新宿コズミックセンター
料金：2,000円(材料費込み）
対象：小学生300名
（多数抽選。区内在住または区内の小学校に在籍している方優先。）
※保護者同伴可
申込み：2月17日
（水）
必着。往復はがきにて記載例
（5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、新宿コズミックセンターへ。※時間やプログラム
Web
を指定しての申込みはできません。※定員があるものは当日整理券を配布します。

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）

ベルリンの青少年と国際交流！

新宿区友好都市「ベルリン市ミッテ区」

青少年ホームステイ受入家庭・
交流プログラム参加者大募集！

新宿区の友好都市であるベルリン市ミッテ区からやってくる青少年たちのホストファミリーと滞在中
のプログラムに一緒に参加できる日本の青少年を募集します。
3月22日（火）からの11日間、ベルリン市ミッテ区から、18歳前後の男女12名が交流のために来日
します。ホームステイや日本の青少年との交流を通じて友好都市相互の国際理解を深めます。
募集内容：以下のどちらかをお選びください。
（1）
ホストファミリー（3泊4日）
として受入可能な家庭
3月25日
（金）
～3月28日
（月）
※予定
12家庭
（面接による選考あり）
（2）
青少年滞在中の受入プログラムに同行できる方
3月22日
（火）
～3月31日
（木）
のうちプログラム実施日
5名程度
（応募多数の場合書類選考あり）
募集条件：(1)ホストファミリー 以下の条件を満たしている家庭
①ホームステイ期間中の朝食・昼食・夕食を提供できる、2名以上で住んでいる家庭
②来日する青少年に部屋の提供ができる家庭
（青少年と同性の場合、同部屋でも可）
③青少年と簡単な英語もしくはドイツ語でコミュニケーションをとることができる家庭

6

No

④家族全員が受け入れに賛同している家庭
⑤期間中の3月26日
（土）
・27日
（日）
の終日、青少年と一緒に交流できる家庭
※原則無償ボランティアの受け入れとなりますが、食費など一部補助があります。
※ホームステイ期間は、変更になる可能性があります。
面接：ホストファミリーは面接による選考を経て決定します。
面接日：3月1日
（火）
もしくは2日
（水）
面接会場：新宿コズミックセンター
※面接に参加できない場合、お申込みはできませんのでご了承ください。
（2）
受入プログラム参加青少年 以下の条件を満たしている方
①新宿区内在住・在勤・在学中の14歳～25歳の方
②ミッテ区青少年の受入プログラムに協調性をもって参加できる方
※原則無償ボランティアとなります。
※受 入プログラムは、都内外での日本文
化体験などを予定しています。
申込み：いずれも2月15日
（月）
必着。所定の
「ベルリン市
ミッテ区青少年交流 参加申込用紙」
に必要事項
を記入し、新宿コズミックセンターへ。
※詳しくは新宿コズミックセンターで配布の募集
要項をご覧ください。新宿未来創造財団ウェブ
サイトからもダウンロード可。ホストファミリー
希望の方には申込締切後、面接のご案内をお
送りします。
問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121

芸

術

大ホール

1/29（金）
19:00開演

新 宿 文 化 センタ ー 公 演

webtomo/

新宿文化センター新春吉例

チケット販売中

2/25（木）
19:00開演

新春名作狂言の会

14:00開始

チケット販売中
人生を楽しく過ごしたい貴方、答えはオペレッタのなかにある！

新宿オペレッタ劇場22

4/18（月）
19:00開演

フィンランドJazz

パイプオルガンはヒミツ基地！

小ホール

3/13（日）

毎月二回の
お楽しみ！
！

ド
Vol.3 新宿アンダーグラウン
～テント芝居・路上ハプニング～

落語in和室

春風亭昇也（2月19日出演） 瀧川鯉八
（2月1日出演）

入場料：各回４００円  お得な回数券もあります
申込み：当日直接ご来場ください。
協力：公益社団法人落語芸術協会

中村屋サロン美術館×
新宿歴史博物館 協働企画

会場：大久保スポーツプラザ
３階和室
（大久保3-7-42）
定員：60名
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

開催中～3月13日（日）

無料

時間：10:30～19:00
（最終入館は18:40）
休館日：毎週火曜日
会場：中村屋サロン美術館
（新宿3-26-13
新宿中村屋ビル3階）
料金：一般300円
（高校生以下、障がいのある方とその付き添いの方
は無料）
主催：中村屋サロン美術館、新宿歴史博物館
問合せ：中村屋サロン美術館 Tel 03-5362-7508

日時：2月13日
（土）
12:00～13:00※開場11:30
会場：大久保スポーツプラザ 3階多目的ホール
（大久保3-7-42）
出演：新宿トラッドジャズトリオ
（Gt/Bs/Tp）
曲目：マイファニーバレンタイン、スターダスト、ハロー・ドーリー ほか
定員：どなたでも 100名
申込み：当日直接ご来場ください。 問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

チケット購入方法
新宿文化センター公演

特定天井等改修工事のため、3月25日
（金）
（予定）
まで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。
休館中は窓口業務を休止します。電話によるお問合せ、郵送による講座の申込みは
ご利用いただけます。
問合せ：新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131

日時：2月1日
（毎月第1月曜日）

  10:30開演
（10:00開場）

新宿歴史博物館所蔵作品の中から、新宿をテーマにした
浮世絵、油彩画、水彩画、版画、デッサンなど、バラエティ
に富んだ作品を展観します。歌川広重の浮世絵から、川
瀬巴水や織田一磨の版画、佐伯祐三の油彩画、堀潔の描
くジャーナリスティックな水彩画など、江戸から昭和にか
けての新宿を絵画で辿ります。

バレンタイン♪Jazzコンサート

新宿歴史博物館臨時休館の
お知らせ

新宿文化センター

日時：2月19日
（毎月第3金曜日）

  10:30開演
（10:00開場）
会場：新宿文化センター ４階和会議室
定員：30名
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

※開演中、他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。

Web

プ ラ ザコ ン サ ート

井出情児
Pコード：
259-282

大久保スポーツプラザ

～ヨーナス･ハーヴィスト･トリオライブ～

大 久 保スポーツプ ラ ザ

チケット販売中

新宿カウンターカルチャーストーリー

チケット販売中

森と湖の国フィンランドから、スタイリッシュなジャ
ズトリオが来日。
卓越したイマジネーションから奏でられる、繊細
で奥行きのあるサウンドと、お互いの息遣いが感
じられるアンサンブルをお楽しみください。
出演：ヨーナス･ハーヴィスト
（Pf）
、
アンティ ･ロジョネン
（Ba）
、

ヨーナス･リーパ
（Dr）
入場料：全席指定
［一般］
3,000円
［新宿区民割引］
2,800円
［友の会割引］
2,500円
企画協力：BLUE GLEAM

区民割引あり

大人向け

シリーズ第3回は音楽プロデューサーの佐藤剛が、唐十郎率いる
「状況劇場」
の役者・カメラマンを経て、ロック・フィルムの先駆者
として活躍する井出情児をゲストに迎え、新宿にアンダーグラウン
ド文化が吹きぬけていた時代の空気感などを語り合います。
講師：佐藤剛
（プロデューサー /作家）
区民割引あり
ゲスト：井出情児
（写真家／映像監督）
佐藤剛
2,500円
入場料：全席自由 ［一般］
3,000円 ［新宿区民割引］
Web
助成：
（一財）
地域創造

19世紀後半、全世界の人々がこの男の音楽に魅了された
ウィーン、パリ、ロンドン、モスクワ、ニューヨークが熱狂し、
ブラームス、ワーグナー、マーラーが賞賛した
“ワルツ王”、ヨハン・シュトラウス。
そして、ウィーン市民がもっとも愛した最後のオペレッタ作曲家ロベルト・シュトルツ。
二人の巨匠の作品を心ゆくまで。
出演：家田紀子(ソプラノ) 、三塚直美(ソプラノ)、北澤幸(メゾソプラノ)、猪村浩之(テノール)、
佐藤一昭(テノール)、中西勝之(バリトン)、児玉ゆかり(ピアノ)
「こうもり」、「ジプシー男爵」、シュトルツ作曲「プラーターの春」他よりアリア、重唱
曲目：J.シュトラウスⅡ作曲：
入場料：全席指定[一般] 3,500円 [新宿区民割引] 3,200円
[友の会割引] 3,000円
Web
区民割引あり

Chilling at Shinjuku

パイプオルガンの世界を体験してみませんか！

パイプオルガンの構造や音の出るしくみ、奏でる音の種類など、
パイプオルガンには不思議や魅力がいっぱい！ 新宿文化セン
ター専属オルガニストがパイプオルガンについて楽しくわかり
やすく解説します。素敵なミニコンサート付きです。この機会
に新宿文化センターのパイプオルガンに親しんでみませんか。
時間：14:00～16:00
解説・演奏：早島万紀子・高橋博子（新宿文化センター 専属オ
ルガニスト)
ミニコンサートあり
対象：高校生以上の方 80名(多数抽選)
※区内在住・在勤・在学の方優先
料金：500円
申込み：2月1日(月)必着。 往復はがきに記載例(5面)の Web
とおり記入し、新宿文化センターへ。

16:00開演

黄金の響きで身も心も温まる
〜シュトラウス&シュトルツ・ガラコンサート

小ホール

大ホール

2/20（土）

新春を彩る毎年恒例の本会。狂言の頂点に立つご両家のスーパースターたちが一堂に会し、新春
の幕開けを寿ぎます！
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、
『萩大名』(はぎだいみょう） 茂山千五郎 茂山正邦 茂山茂
茂山千五郎
野村万作
『舟ふな』(ふねふな） 野村万作 石田幸雄
『首引』(くびびき） 野村萬斎 深田博治 高野和憲 月崎晴夫 ほか
入場料：全席指定[一般] S席4,500円 A席3,500円 B席2,500円
[新宿区民割引] S席4,200円 A席3,200円
区民割引あり
[友の会割引] S席4,000円 A席3,000円
Pコード：
Web

446-679
小ホール

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/
Web
の公演は、新宿文化センターウェブサイトから予約可 ※要事前登録

窓口販売

①新宿文化センター
②新宿コズミックセンター

9:00～19:00
9:00～19:00

※休館日を除く。お支払は現金のみ。
※新宿歴史博物館での販売は工事休館に伴い休止
中です。

電話予約

Web予約

①友の会会員
②チケットWeb会員
新宿文化センター
Web ウェブサイトから申
込み可。

新宿文化センター Tel 03-3350-1141
⇒受付時間：9:00～19:00
（休館日を除く）

ご予約後の流れ
①オンライン即時決済
（クレジットカード）
Web
②セブン‒イレブン引換 ※ご予約後1週間以内

電話予約

ご予約後1週間以内に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
（新宿6-14-1）
②郵 便振替：予約済み公演名・枚数・席種・予約者の住所・
氏名・電話番号を明記のうえ、下記振込先へ。

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

※振込手数料はお客様のご負担となります。

プレイガイド

※お取り扱いのない公演もあります

チケットぴあ

http://pia.jp/
Tel 0570-02-9999
［Pコード：×××-×××］

ローソンチケット

Tel 0570-084-003
［Lコード：×××××］

イープラス

http://eplus.jp/（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

ご購入の際のお願い
●区 民割引チケット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をお持ちください。
※証明書1通で4枚まで。
●友 の会割引チケットを窓口で購入される際は、必ずメ
ンバーズカードをお持ちください。※1公演4枚まで。
●車 イス用の鑑賞席は、新宿文化センター
（電話）にて
お求めください。※枚数限定販売。
●未就学児の入場はご遠慮ください。※一部公演を除く。
●出 演者・曲目・演目などは、さまざまな事情により変
更となる場合がございます。
●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。
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2016年 1月31日日
スタート

明治神宮外苑いちょう並木付近

約12,000人のランナーが新宿区内を駆け巡
ります。
ご迷惑をおかけしますが、大会実施中の交通
規制にご理解･ご協力をお願いします。
交通規制地域および主要幹線道路上で、横断
幕・立看板などによりご案内いたします。

同時開催
第１回日本IDハーフマラソン選手権大会

フィニッシュ

明治神宮野球場

交通規制のお知らせ
交差点名 主要交差点
0頃
9:3
0〜
8:3

8:3
0〜
9:3
0頃

8:25〜10:00 頃

8:45〜10:50 頃

8:25〜9:25 頃

上り 8:25〜9:25 頃
下り 9:00〜10:50 頃

8:25〜10:50 頃

8:25〜10:50 頃

千駄ヶ谷
五丁目
8:20〜12:20 頃

8:45〜11:10 頃

東京
体育館
国立
競技場
（改築中）

主要交差点でのランナー通過予想時間

ハーフマラソン（8：30スタート）
信 濃 町 駅 前
外 苑 東 通 り
合
羽
坂
四 谷 三 丁 目
新 宿 通 り 四
谷
見
附
四 谷 四 丁 目
市 谷 本 村 町
靖 国 通 り 富
久
町
西
新 宿 五 丁 目 東
新 宿 四 丁 目
明 治 通 り 千駄ヶ谷五丁目
北
参
道
外 苑 西 通 り 仙
寿
院
四 谷 角 筈 線 千 駄 ヶ 谷 駅
スタジアム通り 日 本 青 年 館 前

7:30〜
15:10 頃

10km（11：10スタート）
外 苑 東 通 り 信 濃 町 駅
大
京
外 苑 西 通 り
仙
寿
スタジアム通り 日 本 青 年 館

主な車両通行止
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

大会スケジュール
8:00 開会式
8:30 ハーフマラソンスタート
11:10 10kmスタート
11:20 スペシャルランスタート
12:20 ハーフマラソン表彰式
12:30 ひよこの部
（未就学児）
スタート
13:40 2km
（小学生・ファミリーなど）
スタート
14:30 3km
（中学生・一般）
スタート
15:10 10km・2km・3km表彰式

8

閉会

甲州街道・上り
（御苑トンネル）
８:25～９:25 頃
甲州街道・下り
（御苑トンネル）
９:00～１0:50 頃
スタジアム通り
（仙寿院→日本青年館前→神宮球場前）８:15～１5:2０ 頃
首都高速４号新宿線上り
（外苑出口）
８:20～１２:20 頃
新宿通り
（四谷四丁目→四谷三丁目）
８:25～９:25 頃
新宿通り
（四谷三丁目→四谷四丁目）
８:25～１０:0０ 頃
新宿区道
（本塩町→市谷本村町）
8:35～９:4５ 頃
外苑西通り
（富久町西⇔四谷四丁目）
8:25～１０:0０ 頃
御苑大通り
（新宿五丁目東→新宿二丁目南）
8:4０～１０:0０ 頃
新宿通り
（新宿二丁目⇔四谷四丁目）
8:25～１０:0０ 頃
四谷角筈線
（北参道→外苑橋）
8:4５～１１:１０ 頃
四谷四丁目交差点（外苑橋方面から直進・右折・左折不可）８:25～１0:5０ 頃
四谷第六小学校南側道路（信濃町駅前→大京町）（１０ｋｍのみ）１0:5０～１２:3０ 頃

前
町
院
前

先頭
8：44
8：48
8：46
8：55
9：23
8：56
9：01
9：03
9：05
9：07
9：08
8：37
9：10
8：37

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

最後尾
10：23
9：20
10：29
9：29
10：30
9：32
9：42
9：47
10：40
10：44
10：45
10：56
10：50
10：56

先頭
11：14
11：16
11：19
11：19

〜
〜
〜
〜

最後尾
12：09
12：12
12：17
12：17

ランナー通過時には、歩行者・自転車のコース横断が制限されます。
現場の警察官、警備員の指示に従ってください。

車
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳



線

規

制

外苑東通り
（信濃町駅前→四谷三丁目）
外苑東通り
（四谷三丁目→合羽坂）
靖国通り
（住吉町→合羽坂下）
外苑東通り
（合羽坂→四谷三丁目）
新宿通り
（四谷三丁目→四谷見附）
外堀通り
（四谷見附→本塩町）
靖国通り
（市谷本村町→新宿五丁目東）
明治通り
（新宿四丁目→北参道）
外苑西通り
（外苑橋→仙寿院）
（ハーフ・１０ｋｍ）

８:25～１０:4０ 頃
８:25～９:25 頃
８:30～９:30 頃
８:30～９:40 頃
８:30～９:40 頃
8:35～9:45 頃
8:35～１０:0０ 頃
8:45～１0:55 頃
8:１５～１２:3０ 頃

主催：新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会
（構成団体：新宿区、新宿区教育委員会、四谷交通安全協会、
牛込交通安全協会、戸塚交通安全協会、新宿交通安全協会、東京商工会議所新宿支部、新宿区町会連合会、新宿区商店会連合会、
（一社）
新宿区体育協会、
（一社）
新宿観光振興協会、
（公財）
東京陸上競技協会、新宿区四谷地区町会連合会、
新宿区戸塚地区町会連合会、新宿区スポーツ推進委員協議会、新宿区陸上競技協会、
ＮＰＯ法人日本スポーツボランティア・アソシエーション、
（公財）
新宿未来創造財団）
、
（公財）
東京陸上競技協会
共催：ＮＰＯ法人日本知的障がい者陸上競技連盟 主管：
（公財）
東京陸上競技協会、新宿区陸上競技協会、
（公財）
新宿未来創造財団
後援：毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社 特別協賛：丸正チェーン商事
（株）
協力：東京消防庁第四消防方面本部、四谷消防署、牛込消防署、新宿消防署、赤坂消防署、渋谷消防署、四谷交通安全協会、
牛込交通安全協会、戸塚交通安全協会、新宿交通安全協会、四谷消防団、牛込消防団、新宿消防団、明治神宮外苑、國學院高等学校、
渋谷区、渋谷区教育委員会、渋谷区立鳩森小学校、渋谷区千駄ヶ谷町会、港区、港区北青山一丁目町会、東京都交通局、
東京都建設局、国土交通省東京国道事務所代々木出張所、首都高速道路
（株）
、道路占用工事企業者連絡協議会、
（公財）
日本サイクリング協会、
（一社）
東京バス協会、
（一社）
新宿区医師会、
（公社）
東京青年会議所新宿区委員会、
ＮＰＯ法人新宿区レクリエーション協会、ＮＰＯ法人新宿区ウオーキング協会、新宿区スポーツ少年団、新宿区青少年団体連合会、
新宿区青少年活動推進委員会、新宿区青少年育成委員会、
（公財）
笹川スポーツ財団、
（公社）
東京都鍼灸師会新宿支部、
東京ヤクルトスワローズ、東京ヴェルディ１９６９フットボールクラブ
（株）
、東宝
（株）
、東京韓国学校、関東国際高等学校、
東京文理学院高等部、新宿区トライアスロン連合、目白大学めじてれび、新宿～御苑～四谷タウン誌『ＪＧ×ＳＴＵＤＩＯ ＡＬＴＡ』、
日本赤十字社東京都支部、新宿区登録手話通訳者連絡会
（ほか）
順不同
問合せ：新宿シティハーフマラソン･区民健康マラソン実行委員会事務局(公益財団法人新宿未来創造財団) Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター8日
（月） ／大久保スポーツプラザ15日
（月） ／新宿文化センター9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1日
（月）
・8日
（月）
・15日
（月）
・22日
（月）
・29日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉8日
（月）〈戸山･北新宿〉22
（月） ／新宿歴史博物館 〜3月25日
（金）
予定

（
（2月休館日のお知らせ）
）

