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江戸小紋トートバック
好評発売中 !

9月19日～11月23日
新宿歴史博物館

今も昔も江戸っ子は 
ランキングが大好き…！？
お江戸のなんでもランキング 
番付の楽しさ

1月25日

明治神宮野球場が 
メイン会場に

第13回新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソン

　汗ばむほどの快晴となった1月25日、1万人を
超えるランナーが新宿のまちを駆け抜けまし
た。2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて生まれ変わる国立競技場に代わ
り、明治神宮野球場をメイン会場とし

て開催しました。

4月4日

今年もレガスは 
満開です。
レガスまつり2015

　4月1日、新宿未来創造財団［レガ
ス新宿］は設立5周年を迎えました。

4日に行われたレガスまつりでは、今
年も多くのグループが、パフォー

マンスや体験プログラムでイ
ベントを彩りました。

8月18日～30日

新宿区 
友好都市との交流

ドイツ・ベルリン市ミッテ区青少年派遣

　新宿区の青少年12名がミッテ区を訪
問し、多くの文化や思想、習慣を体

感してきました。

7月26日

新宿青年教室50周年
　新宿青年教室は、知的障がいがある方

を対象として、休日を楽しく過ごす余暇活動
支援を目的とする教室です。7月26日に行わ
れた新宿青年教室50周年記念式典では、来
賓、受講生、関係者など約180名がこれま
での活動を振り返り

ました。

11月21日

モードで超える、 
異文化のスペクトラム
新宿ファッションフィールド2015

　今年も全国から、2,178点のデザイン画の
応募がありました。第一次審査を通過した20
名の入賞者がファッションショーで競い、見事
『BIow distortion』野俣睦さん（国際トー

タルファッション専門学校）が、
グランプリに輝き

ました。

9月20日

ミュージカルが大好きな 
仲間たちによる最高のステージ

新宿ミュージカル講座修了発表会

　5月から全23回の練習を重ね磨き上げてきたパ
フォーマンスで、約300名の観客を魅了しました。

　　　　　 初めて参加しました。みんなで歌って
踊ってとても楽しかったです。これからもここで
の縁のつながりを大切にしたいと
思います。
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3月8日～5月6日
新宿歴史博物館

市谷加賀町二丁目 
遺跡の発見
新宿に縄文人現る

5月16日～7月5日
新宿歴史博物館
田辺茂一 

生誕110周年
作家50人の直筆原稿　

雑誌『風景』より

ContentsContents
2面

外国人のための
親子日本語教室 3面

子ども未来講座 4面

新春恒例 
七福神めぐりウォーク

小学校放課後 
子どもひろば

　平成27年度は、区内小学校のう
ち19校をレガスが運営しています。
これまでに、約4,000名の子ども

たちが登録し、放課後をのび
のびと過ごしています。

受講者の声

7月19日～8月30日
新宿歴史博物館

熊本と新宿を 
つなぐ作家

「漱石・八雲」展

2月
28

日 国際交流区民のつどい ひ
な

ま
つ

り

今
年
も
１
年
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3月7日 レガスサイエンス
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10月12日

スペシャルゲスト 
宮本和知氏来訪

新宿スポレク2015

　毎年恒例の体育の日にちなんだイベント、新宿ス
ポレク。 約60団体がイベントを盛り上げました。 
今年はスペシャルゲストとして、元読売巨人軍でロ
サンゼルスオリンピック金メダリストの宮本和知氏
が来訪し、区長とともにオープニングセレモニー

や体験プログラムの参加で、イベントを盛り
上げました。

12月5日

新宿文化センター 
第九合唱団が出演

ベートーヴェン交響曲「第九」

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://nicesacademia.jp/
mailto:saiyou@procare.co.jp
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お知らせお知らせ

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/
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/

※ 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。

Web マークの付いた講座は、イン
ターネットから申し込み可

（往復はがきの場合）
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

記載例

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

新宿文化センター
日時：平成28年1月15日（毎月第3金曜日）
　　  10:30開演（10:00開場）　
定員：30名
会場：新宿文化センター　

４階和会議室（新宿6-14-1）
問合せ：�新宿文化センター　

Tel 03-3350-1141
大久保スポーツプラザ

日時：平成28年1月11日（月祝）
　　  10:30開演（10:00開場）　
定員：60名
会場：大久保スポーツプラザ　

３階和室（大久保3-7-42）
問合せ：スポーツ課　

Tel�03-3232-7701

障がいがある方の「映画鑑賞会」
どなたでも気兼ねすることなく、映画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「こびと劇場」（2012年春公開作品）です。上映時間は約50分）
日時：平成28年1月16日（土）11:00開始（10:30開場）　会場：新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム
定員：70名（先着順）　料金：100円（介助・同伴者は無料）
申込み：平成28年1月7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」「介助・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�03-3209-1833　※当日は、定員の関係上お受付できない場合がございます。
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

スポーツスポーツ 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）

NPO法人新宿区ウオーキング協会第131回例会
浜町公園 ～ 宮本公園　約7ｋｍ
日本橋七福神めぐりウォーク
日時：�平成28年1月5日（火）受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合：浜町公園（中央区日本橋浜町2-59-1）　

最寄駅…�都営新宿線「浜町駅」

コース：浜町公園(スタート)→水天宮仮宮→笠間稲荷神社→ 
末廣神社→松島神社→茶の木神社→小網神社→椙森神社→寶田�
恵比寿神社→神田明神→宮本公園（ゴール）

解散：宮本公園（千代田区外神田2-16-9）
最寄駅…�ＪＲ中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」／東京メトロ銀座線「末広町駅」

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
新宿御苑 大木戸門前 ～ 善国寺　約8ｋｍ
新春山ノ手七福神めぐりウォーク
日時：�平成28年1月14日（木）受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合：新宿御苑�大木戸門前（内藤町1-1）　最寄駅…東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」

コース：新宿御苑�大木戸門前(スタート)→太宗寺→稲荷鬼王神社→西向天神社→法善寺→厳嶋神社
（抜弁天）→永福寺→若松町特別出張所→経王寺→中町公園→善国寺（ゴール）

解散：善国寺（神楽坂5-36）
最寄駅…�JR中央線・東京メトロ東西線・南北線・有楽町線「飯田橋駅」�

都営大江戸線「牛込神楽坂駅」
料金：400円
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）

新宿区小学生サッカー
大会2015結果報告
10月18日（日）～11月1日（日）の、のべ5日間にわたり連日白熱した試
合が繰り広げられた小学生サッカー大会。大会結果は以下のとおりです。
1部 優勝 FC�とんぼ
 準優勝 スポーツクラブシクス　
 第3位 落一小ドリームス、
� � 戸山サッカークラブ�U-12
2部 優勝 スポーツクラブシクス
 準優勝 FC�とんぼ　
 第3位 SKFC、新宿FCサンズ
3部 優勝 FC�とんぼ
 準優勝 SKFC　
 第3位 FC�WASEDA�3年、
� � FC�OCHISAN

情報
健康一歩一歩 、

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　
企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会

2・3月
初級卓球教室
すべての時間帯が初心者や初級の方向けの教室です。
お仕事帰りなどに、お気軽に卓球を始めてみませんか？
※会場の都合上、2カ月にわたっての開催です。
※平成28年1月の初級卓球教室はお休みです。
日時：平成28年2月4日・18日、3月3日・17日　�

いずれも木曜日　各クラス全4回
〈午前クラス〉 9:30～11:00　
〈午後クラス〉 13:30～15:00
〈夜間クラス〉 19:00～20:30　

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・在勤で全回参加できる方
定員：各クラス12名（多数抽選、初めての方優先）
料金：全2,000円　�※欠席時の返金なし

協力：新宿区卓球連盟
※�教室参加の際は、万一の事故の発生に備えて、スポーツ
安全保険等の傷害保険へご加入されることをおすすめし
ます。

申込み：平成28年1月14日（木）必着。所定の申込書（コズ
ミックセンター窓口で配布）もしくは往復はがきに記載例（下
段）のほか、「希望クラス名」と「卓球歴」を記入し、新宿コズ
ミックセンターへ（1名1応募のみ）。
※ 返信を希望する場合は必ず往復はがきでお申し込みくだ
さい。抽選後、返信はがきを送付または平成28年1月21
日（木）に新宿コズミックセンター窓口に抽選結果を掲示し
ます。
※�電話での当落の問い合わせは、
　平日9:00～17:00。
※�安全上、小学生は教室への往復時
と教室時間中の保護者の付き添い
が必要です。

　　　　　「冬」
落語in和室

日時：12月27日（日）13:30開演
（13:00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：立川談修（立川流・真打）　
定員：60名（先着順）　料金：600円
※「落語in和室」通常公演の回数券を利用
　される場合は、差額200円を現金でお
支払いください。

申込み：当日直接ご来場ください。
（未就学児不可）

問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

生涯学習館
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

北新宿生涯学習館
(北新宿3-20-2)

平成28年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)

平成28年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)

平成28年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)

平成28年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)

平成28年2月5日（金）
10:00～12:00 1階�ホール

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
認できる健康保険証、運転免許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。

団体登録更新の手続き

フォトコンテスト新宿2015
新宿の魅力的な風景・物・人物などを撮影した写真をお送りください。
受賞者には新宿を楽しむ豪華賞品をプレゼントします！
対象：どなたでも。応募点数の制限なし（※中学生以下の応募は保護者の了解を得てください）
部門：（１）カメラ部門　テーマ「わたしは新宿のここが好き」

（２）�スマホ・タブレット部門　テーマ「Happy�Time�at�Shinjuku」
賞品：�カメラ部門特賞（1作品）全国共通百貨店商品券3万円相当　など
申込み：�平成28年1月15日（金）必着。新宿観光振興協会ウェブサイトより申込み。

http://www.kanko-shinjuku.jp/
問合せ：（一社）新宿観光振興協会　Tel�03-3344-3160

落語in和室毎月二回の
お楽しみ！！

春風亭柳若
（1月11日出演）

春風亭昇吾
（1月15日出演）

新宿歴史博物館ガイドボランティアが同行します

おめでとう
ございます

おめでとう
ございます

　

※�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。

自慢の写真を投稿してみませんか？

年4回の
大好評寄席

http://www.kanko-shinjuku.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/


チケット販売中チケット販売中

3

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

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

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

フラダンス メンバー募集！ 未経験ok
水・10時半 木・19時 高田馬場各スタジオ
☎080-3364-1630 はじめてのフラ 浅見

岸千恵子バレエスタジオ生徒募集 3204-3463
若松河田駅〜徒歩7分　早稲田駅〜徒歩8分
幼児〜大人　初心者歓迎
レッスン日　月〜土無料体験レッスン実施中
HP　http://kishiballet.com

Jazz Popular Chanson J-pops 日本の歌
ピアノ伴奏とカラオケ腹式発声で歌を！ Live
出演有　月2回3000円より　☎3368-7318納村

〜会計と裁判の体験型教育講座〜
2016年3月13日、日本公認会計士協会東京会
と東京弁護士会は共同で、中学1・2年生対象の
会計教育・法教育講座を開催します。
申込詳細は日本公認会計士協会東京会まで。
参加無料、問合せ・申込tokyo.jicpa.or.jp

学  習学  習

『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)

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 「Oh!レガス新宿ニュース」に
広告を掲載しませんか？

広 告 募 集

毎月5日・20日発行
発行部数＝128,000部
　　　          　　（新聞折込配布119,000部）

お問い合わせ、お申し込み（先着順）　

新宿区
全域を
カバー

掲載面 サイズ（縦×横） 1枠料金（税込）

表面 39,960 円
中面 76×48mm

（平成27年4月5日号掲載分より）

30,240 円
裏面 38,880 円

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

TEL
E-mail

U R L

FAX

未経験でも大丈夫！ 
お勤め帰りに始めてみませんか！

頭脳スポーツであり奥の深い思考ゲームである囲碁の初心者
教室です。基本ルールを学びながら、あなたの自由な創造力
を発揮し、頭の体操をしてみませんか。
日時：平成28年2月2日〜3月8日の毎週火曜日　

全6回　19:00〜20:30
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：（公財）日本棋院東京本院   水間俊文七段
定員：30名(多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先
料金：全3,600円
申込み： 平成28年1月19日(火)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて記載例（2面）のとおり

記入し、新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839
問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

大人向け 初めての囲碁教室

ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

Web

無料

あなたの未来をつくる栄養学
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。
No. 日にち タイトル 内容

① 平成28年
1月20日（水）

健康なカラダ
をつくる、運動・
栄養・メンタル
の関係

健康なカラダづくりは１つの要素だけでは成り立ちません。
日々の食事と共に運動とメンタルのリンクが必要です。その方
法を、講座が終わったらすぐ実行出来るようにわかりやすくお伝
えします。

② 平成28年
1月21日（木）

スポーツやそ
の指導に役立
つ栄養学

スポーツに役立つ強いカラダを作るためには、トレーニングだ
けではなく安定したメンタルにつながる適切な栄養摂取が必
要となります。プロアスリートも実践しているスポーツ栄養学
を、専門家が現場に取り入れやすい内容でお伝えします。

時間：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：松田幸子（日本体育
協会公認スポーツ栄養士・管理栄養士）　定員：各30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：平成28年1月13日(水)必着。往復はがきま
たは受信可能なFAXにて記載例（2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　※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

新宿力パワーアップ講座

新宿PIT INN　50周年記念
新宿ジャズフェスティバル

新宿ピットイン50周年に相応しい
総出演者数100名を超えるアニバーサリー・コンサート！

出演： 12月26日（土）：松木恒秀グループ、菊地成孔ダブ・セプテット、大友良英スペシャル・ビッ
グバンド、ドリーム・セッション Part１、佐藤允彦ソロ・ピアノ、鈴木勲スペシャル・セッション、
山下洋輔トリオ・リユニオン（順不同）※20:30終了予定
12月27日（日）：安ヵ川大樹 D-musica ラージアンサンブル、ドリーム・セッション Part2、渋谷
毅オーケストラ with 吉田美奈子、オルケスタ・リブレ プレイズ・デューク featuring スガダイ
ロー & RON×Ⅱ、日野皓正クインテット、J.マスターズ with 渡辺貞夫（順不同）※19:00終了予定

入場料：[前売] S席7,000円　A席6,000円　[当日] S席7,500円　A席6,500円
購入：【窓口販売】新宿文化センター、新宿ピットイン（新宿2-12-4 アコード新宿ビル地下1階）

【プレイガイド】チケットぴあ　http://pia.jp/（Pコード:275-623）
主催・問合せ：新宿ピットイン　Tel 03-3354-2024（13:00〜23:00）　http://www.pit-inn.com/

12/26（土）

14:00開演
・ 27（日）

13:00開演

早島万紀子
クリスマス・オルガン・コンサート

今回はオリヴィエ・メシアンの「主の降誕」全9曲を演奏します。オリヴィエ・メシア
ン（1908～1992年）は、20世紀のフランス音楽界を代表するオルガン奏者・作曲
家です。19世紀のフランス・ロマン派音楽を彩ったカヴァイエ・コル型オルガンで、
20世紀（1935年）に創られた神秘主義的な宗教曲を、21世紀のクリスマス・メニューとして再現します。
会場：新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）
出演：早島万紀子（新宿文化センター専属オルガニスト）　曲目：オリヴィエ・メシアン『主の降誕』
入場料：全席自由　[一般]2,000円  [新宿区民割引]1,800円

　　　　　[友の会割引]1,500円
購入：【窓口販売】新宿文化センター、新宿コズミックセンター

【電話予約】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　※未就学児の入場はご遠慮ください

12/23（水祝）

15:00開演

区民割引あり

多文化多文化
問合せ・外国人相談コーナー

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）

Family Japanese Language Class 
for Foreign Residents
Class with free childcare for parents of small 
children. 
Date and Time：
Semester 3: January 9 to March 12
Every Saturday (10 classes each term)10:00 to 
12:00 
Location： Okubo Elementary School  3FL Tsutsuji 
Room (1-1-21 Okubo)
Eligibil ity： 20 parent-and-child pairs with 
introductory to beginner level Japanese (parents 
may also attend without their children) 
Fee：500 yen (for ten classes) childcare is free 
Partner： Shinjuku Niji-no-kai
To Apply： First come, first served. Write ①name 
(with furigana), ②child’s name (with furigana) and 
age, ③language(s) used, ④nationality, ⑤address, 
and ⑥telephone number (fax). Send by fax, 
e-mail, or post to the Cultural Exchange Division. 
Fax 03-3209-1833　 chiiki@regasu-shinjuku.
or.jp
For more information：contact the Regional 
Exchange Division. Tel 03-3232-5121

面向外国人的亲子
日语培训班
为有孩子的父母准备的附带托儿服务的培

训班。

日期：3学期　1月9日〜3月12日

  　　 每周六10:00～12:00开班

  　　 （各学期10次）

会场：大久保小学3层杜鹃花教室

  　　 （大久保1-1-21）

对象：日语入门〜初级水平的亲子组20

组，仅家长参加亦可

费用：500日元（10次份）免费托儿

协办：新宿区虹之会

申请：按先后顺序。①请填写好姓名（假

名注音）、②小孩的姓名（假名注音）～年

龄、③熟悉的语言（可复数）、④国籍、⑤

地址、⑥电话号码（传真），通过传真、电

子邮件、邮寄等任何一种方式发送至地域

交流课进行申请。传真 03-3209-1833

chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

咨询：地域交流课　电话03-3232-5121　

외국인 가정을 위한 
일본어 교실
자녀가 있는 아버지, 어머니를 위한 탁아를 

겸한 교실입니다.

일시：3학기 1월 9일~3월 12일

　　　매주 토요일10:00~12:00개최

　　　(각 학기 10회)

장소：오오쿠보 초등학교 3층 츠츠지룸

　　　(오오쿠보1-1-21）

대상：일본어 입문~초급 레벨의 부모와 자

녀 20쌍, 부모만 참가도 가능

비용：500엔(총 10회분) 탁아 무료

협력 ：신주쿠구 니지노카이

신청：선착순. ①이름(발음표기), ②자녀 

이름(발음표기)·연령, ③가능한 언어(있는 

대로), ④국적, ⑤주소, ⑥전화번호(팩스)를 

기입하신 후, 팩스나 이메일 또는 우편을 이

용하여 지역교류과로 보내 주십시오. 팩스 

03-3209-1833　 chiiki@regasu-

shinjuku.or.jp

문의：지역교류과 전화 03-3232-5121
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4 （（12月〜1月休館日のお知らせ））
�新宿コズミックセンター29日（火）〜1月3日（日）・12日（火）　／大久保スポーツプラザ21日（月）・29日（火）〜1月3日（日）・18日（月）　／新宿文化センター29日（火）〜1月3日（日）・12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21日（月）・28日（月）〜1月4日（月）・12日（火）・18日（月）・25日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉29日（火）
〜1月3日（日）・11日（月祝）　〈戸山･北新宿〉28日（月）〜1月3日（日）・25日（月）　／新宿歴史博物館　〜3月25日（金）予定

子ども子ども 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）

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25日（金）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。
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

年末年始の休館と臨時休館のお知らせ
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
12月 1月

問合せ27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

新宿コズミックセンター

通
常
開
館

年末年始休館
通
常
開
館

Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター大久保スポーツプラザ 12月21日(月)

屋外スポーツ施設
佐伯祐三アトリエ記念館
中村彝アトリエ記念館
林芙美子記念館

12月21日(月) Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館

新宿文化センター

Tel 03-3350-1141
新宿文化センター

赤城生涯学習館
住吉町生涯学習館
西戸山生涯学習館
戸山生涯学習館
北新宿生涯学習館

しんじゅく多文化共生プラザ 12月24日(木) Tel 03-5291-5171
しんじゅく多文化共生プラザ

新宿歴史博物館 ※工事のため休館　
　11月30日（月）〜平成28年3月25日（金）予定

Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館

新宿スポーツセンター ※工事のため休館　
　11月1日（日）〜平成28年3月31日（木）予定

Tel 03-3232-0171
新宿スポーツセンター

新宿区小学生囲碁大会
囲碁は集中力や考える力を養うことができる頭脳スポーツです。
区内小学生大会に出場して実力を試してみませんか。
日時：平成28年3月20日(日）10:00〜15:00(終了予定)
会場：新宿コズミックセンター　5階大研修室
対象：小学1〜6年生　60名（多数抽選）

※区内在住・在学の方優先
料金：700円（参加料）　協力：（公財）日本棋院　
申込締切：平成28年3月9日（水）必着

小学生囲碁教室
「囲碁が初めて」という人も「もっと強くなりたい！」という人
も囲碁を通して、『考える力』を養ってみませんか。日本の
伝統文化である囲碁を学んで、3月の大会に出場をめざそう！
日時：平成28年2月2日〜3月1日の

毎週火曜日　全5回　17:00〜18:20
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：（公財）日本棋院東京本院　水間俊文七段　
対象：小学1〜6年生　30名（多数抽選）

※区内在住・在学の方優先
料金：全1,000円　協力：（公財）日本棋院　申込締切：平成28年1月20日（水）必着

第8回 新宿区小学生百人一首
かるた大会
新春のあそびとして親しまれている「百人一
首かるた」の小学生大会です。お子さまが
親しみやすい ｢五色かるた｣ を使用します。
大会後半には「お楽しみイベント」もありま
すので最後まで楽しめます。優秀者には表
彰もあります。ぜひご参加ください！
日時：平成28年2月28日(日)

13:00〜17:00
会場：新宿コズミックセンター　1階第一武道場
対象：新宿区内在住・在学の小学生（多数抽選） 

【１部】小学4〜6年生　25名
【２部】小学1〜3年生　25名

料金：200円　
協力：（一社）全日本かるた協会所属　東

とう
京

きょう
東

あずま
会
かい

その他： 本大会のルールや競技方法などは、新宿コズミックセ
ンター等で配布予定の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）。

申込み：平成28年1月31日（日）必着。往復はがきまたは受信可
能なFAXにて、記載例（2面）のほか、学校名・学年・
参加部門、百人一首の経験の有無を記入し、新宿コズミックセンターへ。
Fax 03-3209-1833

※ 新宿区外のお子さまは、応募締切後に定員に達していない場合の受付となります。
　またオープン参加となり、表彰対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

冬に大活躍のほかほかカイロ＆夏にうれしい冷却
パックってどうして、あったかいの？つめたいの？
しくみを学んで、みんなでつくってみよう！
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　※Aコースは要保護者同伴

（多数抽選）※区内在住・在学の方優先　
料金：900円（材料費込み） 協力：ディレクトフォース
申込締切： 平成28年2月8日（月）必着。

私たちは広い宇宙の仲間だよ！
いつかみんなの力で誰でも宇宙旅行ができるかも！
今回はそんな宇宙を夢見て、星座や望遠鏡をつくってみよう！
会場：新宿コズミックセンター　

5階中研修室　
定員：各コース30名（多数抽選）

※区内在住・在学の方優先
料金：各コース800円（材料費込み）
協力：シリウスの会
申込締切：平成28年1月26日（火）必着。

レガスサイエンスクラブ Vol.7
カイロ＆冷却パックのしくみをしろう！

宇宙を夢見て
〜星の砂の星座（1.2年生）・
　望遠鏡（3〜6年生）をつくろう

日にち コース 時間 対象

平成28年
2月27日
（土） 

A 10:00〜
12:00 小学1・2年生

B 13:30〜
15:30 小学3〜6年生

日にち コース 時間 対象

平成28年
2月14日
（日） 

A 10:00〜
11:30 小学1・2年生

B 13:30〜
15:30 小学3〜6年生

※Aコースは要保護者同伴

申込み： 教室か大会か希望を明記のうえ、往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（2
面）のほか、学校名・学年・囲碁経験の有無と級などがあれば記入し、
新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833

Web

申込み： 往復はがきまたは受信可能な方はFAXにて、記載例（2面）のほか、該
当コース名、学年・学校名・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。Fax 03-3209-1833

Web

Web

小学校放課後子どもひろば
子どもたちの見守り
スタッフ募集
子どもたちが安心して
放課後の時間を過ごせ
るよう、教室や校庭で
安全管理や遊びのサ
ポートをする仕事です。
場所：新宿区内の小学校（勤務地希望、応相談）
時間：放課後〜最長19:10　※学校・時期に
より異なる（学校の長期休業期間等は9:50〜）
対象：子どもが好きな方。資格・経験不要。
時給：940円〜
問合せ：子ども支援課　

Ｔel 03-3232-5122

放課後子どもひろばなどの責任者
子ども健全育成事業・子どもひろば運営補助スタッフ
平成28年4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
ブ機能付きひろばや放課後子ども
ひろばの運営、子ども向け事業の実施を通して、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。
業務内容：①放課後子どもひろば等の責任者　②子ども健全
育成事業・放課後子どもひろば運営補助業務　
雇用形態：契約職員。※将来的には正規職員（スタッフ職）へ
の転換あり。　採用予定日：平成28年4月1日（応相談）
応募：12月24日（木）17:00必着　申込書提出（土日祝も可）
※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

これぞ頭脳
スポーツ！

○頭脳ゲーム●囲碁を始める●チャンス！○

五色百人一首を
使用予定です

参加者募集！　初心者も参加できる大会です


