
今後の新型コロナウイルス感染症拡大の影響や社会情勢により、イベントが中止・延期になる場合があります。
また、施設の利用等についても、変更となる場合があります。
最新の情報は、財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先へご確認いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス
感染症対策について
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小学生陸上教室（夏）TOPICS 2面 わくわくプラネタリウム3面 外国人のための親子日本語教室（オンライン）4面

お知らせi 新宿未来創造財団公式アカウントです。イベントの情報などを発信しています。いいね！やフォローをお願いします。

春から夏へと移ろうこの季節。高気圧に覆われて穏やかな晴天が多く、ふらっと外を歩きたくなります。
そんな季節におすすめのさんぽコースをご紹介します。

落合は、新宿の北西地域に位置し、豊島区、中野区に隣接しています。
この地域一帯は、大正時代から、多くの芸術家・文化人が住んでいました。

林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館・中村彝
つね

アトリエ記念館は当時の落合にタイムスリップできる場所です。
そしてとても心の落ち着く記念館です。

スタンプラリーも開催しますので、落合に今もたたずむ3記念館をめぐってみてください。
また、スタンプラリーに合わせて、お得なミュージアムグッズセットも販売します。
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中村彝アトリエ記念館
肺結核と闘いながら制作を続けたアトリエ

佐伯祐三アトリエ記念館
パリから帰国し、連作「下落合風景」に取り組んだアトリエ

林芙美子記念館
作家林芙美子が作品を執筆し、愛する家族と暮らした自宅

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をめぐるスタンプ
ラリーを開催いたします。
落合に住んだ文化人に思いをはせながら、歩いてください。
今とはちがう当時の風景がふと見えてくるかもしれません。
すべてのスタンプを集めた方にプレゼントをご用意しています。
また、スタンプラリーに合わせて、お得なミュージアムグッズセットも販売中です。

　落合の文化を訪ねるスタンプラリー 日 4月27日（火）～6月27日（日）　休館日：毎週月曜日（祝日・休日の場合は翌平日）
　林芙美子記念館・中村彝アトリエ記念館：10:00～16:30（入館は16:00まで）
　佐伯祐三アトリエ記念館：〔10月～4月〕 10:00～16:00　〔5月～9月〕 10:00～16:30
場林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館・中村彝アトリエ記念館
¥ 林芙美子記念館：入館料　一般 150円、小中学生 50円
　佐伯祐三アトリエ記念館・中村彝アトリエ記念館：入館料　無料
問新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

祐三お楽しみセット
300円

彝お楽しみセット 
300円

芙美子お楽しみセット
５00円

約0.8km 約1.0km 約1.6km 約0.4km

www.regasu-shinjuku.or.jp



スポーツS por t s 掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先にご確認ください。

小学生陸上教室（夏）
毎年大人気！オリンピック3大会連続出場の“伝説のマラソンランナー”宇佐美彰朗さんが、基
礎からわかりやすく指導します。
夏季は9月12日（日）開催予定の「新宿区民陸上競技大会」への参加を一つの目標に、短距離走
を中心に、走り幅跳びやソフトボール投げも混ぜながら行います。
日�6月15日～9月21日の毎週火曜日（7月27日～8月24日は
　除く）　16:45～18:00　全10回
場新宿コズミックセンター　2階大体育室
講宇佐美彰朗（東海大学名誉教授）、レガス陸上クラブ　ほか
対区内在住・在学の小学生　定 25名（多数抽選）
￥全10回 5,100円　※欠席時返金なし　
申    に記載例（3面）のとおり記入し、
　新宿コズミックセンターへ。　 WEB 
　※抽選結果は当選者にのみ、6月4日（金）までに郵送します
　※ 「新宿区民陸上競技大会」には別途申し込みが必要です
　　（募集は7月ごろ）
締 5月31日（月）
問  スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

初級卓球教室6月分
すべての時間帯が、初心者や初級者向けの教室です。
日�  6月3日・10日・17日・24日のいずれも木曜日　全4回
　〔午前クラス〕 9:30～11:00　〔夜間クラス〕19:00～20:30
場   新宿コズミックセンター　2階大体育室
対区内在住・在勤の高校生以上で全回参加できる方（初めての方優先）
定各クラス8名（多数抽選）　￥全4回 2,100円　※事前振込制（別途手数料がかかります）
申 に記載例（3面）のほか、卓球経験を記入し、新宿コズミックセンターへ。
　新宿コズミックセンター窓口での申し込みも可。　 WEB
 締 5月13日（木）　 協力新宿区卓球連盟
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

館内設備点検および修繕のため、下記の期間は休館いた
します。貸出施設はすべてご利用いただけません。ご不
便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
全館休館：5月10日（月）～12日（水）
　　　　　※ 1階事務所の営業は9:00～17:00（最終受付

は16:30まで）
　　　　　※プールのみ5月10日（月）～14日（金）休場
　　　　　※5月15日（土）から通常開館となります
問施設課 　Tel 03-3232-7701

 初 心 者 教 室

日  5月17日（月）・21日（金）・24日（月）・31日（月）　9:00～12:00　
　 ※ 中止の場合は、主催者から開催当日2時間前までに参加者全員へ連絡します
場  戸山公園（箱根山）多目的運動広場（戸山3-2）　対どなたでも　定 20名（多数抽選）　
申  電話、FAX、はがき、Eメールのいずれかで①講座名②氏名（ふりがな）③電話④年齢⑤経験

年数を明示し、下記問い合わせ先にお申し込みください。
締各開催日の3日前まで
その他  用具の貸し出しあり（無料）。動きやすい服装・運動靴でご参加ください。
 主催新宿区グラウンド・ゴルフ協会
問新宿区グラウンド・ゴルフ協会　伊藤喜美夫
　〒160-0022 新宿区新宿6-13-10-907
　Tel&Fax 03-3341-8649　 mrjnj366@ybb.ne.jp

初心者グラウンド・ゴルフ教室
グラウンド・ゴルフは、ゴルフをアレンジしたスポーツです。ルールは
簡単で、どなたでも気軽にいつでも、どこでも、いつまでも楽しめるス
ポーツです。生涯スポーツとして、楽しく健康づくりに、初めての方で
もお気軽にご参加ください。

区民初心者ゲートボール教室
老若男女だれでも楽しめる「ゲートボール」。元々は若い人向けのスポーツで、囲碁・将棋の
ような作戦を練る“知的スポーツ”です。スティック1本で誰でも楽しめるので、高齢者にも親
しまれています。あなたもゲートボールを楽しみませんか？
日�  ① 5月7日（金）・10日（月）・12日（水）・14日（金）・17日（月）・19日（水）・21日（金）・
　　24日（月）・26日（水）・28日（金）　9:30～12:00
 ② 5月9日（日）・16日（日）・23日（日）・30日（日）　10:00～12:00
場   ①戸山公園（箱根山）いきいき広場（戸山3-2）
 ② 清水川橋公園（下落合1-1）、よつや運動広場（四谷1-1）
対区内在住・在勤・在学の方
定各回10名（先着順）　
￥各回 200円　
申電話で下記問い合わせ先にお申し込みください。
 締各開催日の3日前まで
主催新宿区ゲートボール協会
問  新宿区ゲートボール協会　田林　Tel 03-3362-1357

①シニアの社交ダンス初心者教室
ブルース、ジルバの2種目を基本から楽しく学べます。

②ジュニアのサルサ&メレンゲ教室
サルサ、メレンゲの基本ステップ！お父さん、お母さんもお子様と一緒に楽しく踊りましょう。

日  5月12日～7月28日の毎週水曜日
　①15:40～16:40　②17:00～18:00
　①②ともに全12回
場新宿コズミックセンター　2階多目的室
　※ 初回（5月12日）のみ、大久保スポーツプラザ
　　3階多目的ホール（大久保3-7-42）で行います
講①（公社）日本ダンススポーツ連盟公認特定指導員
　②（公社）日本ダンススポーツ連盟公認ジュニア指導員
対①50歳以上　②小学生程度　定各20名
￥①5,000円　②4,500円　※スポーツ安全保険は別途（加入は任意）
申  に記載例（3面）のとおり記入し、新宿区ダンススポーツ連盟事務局（〒169-

0075 新宿区高田馬場4-35-13 カルムB-101）へ。
 締 4月30日（金）
その他  新型コロナウイルス感染症対策として、接触を控えた内容で実施します。
主催 問  新宿区ダンススポーツ連盟　Tel 03-5348-2951　Fax 03-5348-2952

生涯スポーツ、
グラウンド・ゴルフ
を楽しもう！
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健康ウォーキング情報
康歩 く り歩 健一 づ一 、

日 5月11日（火）　受付 8:40～9:00（解散 12:30頃予定）
　　※出発・解散時のセレモニーはありません
集合新宿中央公園　水の広場（西新宿2-11）
　　最寄駅：都営大江戸線「都庁前駅」
解散  都営大江戸線「光が丘駅」（練馬区光が丘3-10）

￥  会員 無料、一般 400円
主催 問NPO法人新宿区ウオーキング協会
　　　Tel  090-3217-4109

日 5月28日（金）　受付 10:00～10:15（解散 13:00頃予定）
集合戸塚地域センター（高田馬場2-18-1）　
　　最寄駅： JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線
　　　　　　「高田馬場駅」
解散  鶴巻南公園（早稲田町78）　
　　最寄駅：東京メトロ東西線「早稲田駅」

主催新宿区健康部健康づくり課
 協力NPO法人新宿区ウオーキング協会
問新宿区健康部健康づくり課健康づくり推進係
　Tel 03-5273-3047　Fax 03-5273-3930

1NPO法人新宿区ウオーキング協会 第195回例会
  「大江戸線一周ウォーク その2」
　約12km

2レガス健康ウォーキング
  「祝・オリパラ 聖火リレーコースを歩く」
　約7.5km

3令和３年度 第2回いきいきウォーク新宿　
  「神田川沿いの遊歩道を歩く②」  
　約4.5km

新宿中央公園（スタート）→山手通り→東中野駅→
新目白通り→南長崎スポーツセンター→新江古田駅→
平成つつじ公園→練馬春日町駅→光が丘駅（ゴール）

新宿中央公園水の広場→都議会議事堂→熊野神社→
甲州街道→新宿駅南口→四谷地域センター（WC）→
靖国通り→中央通り→新宿中央公園水の広場

清水川橋公園（スタート）→面影橋→肥後細川庭園→
江戸川公園→早大通り→鶴巻南公園（ゴール）

対どなたでも　定 12なし　320名　
申  12不要。当日受付時間内に直接集合場所へ。 35月7日（金）～27日（木）の間に、電話またはFAXにて氏名・住所・年齢・電話番号

と「第２回いきいきウォーク新宿に参加」の旨お伝えください。　※雨天決行
服装  持ち物  運動しやすい服装（スカート不可）・運動靴・マスク（常時着用）でお越しください。飲み物・帽子・雨具などは各自ご用意ください。

日５月19日（水）　受付 8:40～9:00（解散 12:00頃予定）
集合 解散  新宿中央公園　水の広場（西新宿2-11）
　　　　最寄駅：都営大江戸線「都庁前駅」

￥  会員 200円、一般 400円　
主催（公財）新宿未来創造財団
 協力NPO法人新宿区ウオーキング協会
問スポーツ・マラソン課　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

No. 種　目 対象期間
① バレーボール

6月分
② ソフトバレーボール

③ バドミントン 6～7月分

新宿コズミックセンター スポーツフリー指導
初心者の方もお気軽に♪
一から教える形式ではなく、指導員が技術的な疑問にお答えしたり、参加者同士で練習や試
合を行います。当面の間、事前申込制で実施いたします。
①バレーボール　②ソフトバレーボール　
③ バドミントン（午前の部・午後の部・夜間の部）
※ ①基本と応用をていねいに指導します。②大きく

やわらかいボールを使用するので、初心者におす
すめです

講①②新宿区バレーボール連盟　③新宿区バドミントン連盟
定①②30名　③36名（午後クラスは18名）　※いずれも多数抽選
￥中学生以下 100円／1回、高校生以上 400円／1回
申  財団ウェブサイト上の「新宿コズミックセンター スポーツフリー指導」

ページからご予約ください。定員を超えた場合は抽選を行い、応募者
全員にEメールにて参加のご案内をお送りします。　 WEB

　※ ロッカーおよびシャワーはご利用いただけません。また、運動中も含
めマスクもしくはネックゲイターを着用していただきます

締 5月20日（木）　問  スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

新型コロナウイルス対策のため事前申込制

新宿コズミック
センター
5月休館日の
お知らせ

2 日日時　場会場　出出演　講講師　曲曲目　対対象　定定員　￥料金（税込み）　申申し込み　締締め切り　問問い合わせ　 このマークの催しは無料で参加できます。



※申し込みにあたって取得する個人情報は、当該講座・イベントに係る諸連絡の目的で利用するものとし、それ以外の利用はいたしません

郵 送
記　載　例

の場合

● 応募人数が最少催行人数に
満たない場合、開催しない
ことがあります。

● 講座参加料入金後のキャン
セルおよび欠席時の返金は
いたしかねます。

● 振込等にかかる手数料は、
ご負担ください。

● 講座・イベントの参加にあ
たっては、万一の事故の発
生に備えて、スポーツ安全
保険などの傷害保険に加入
されることをおすすめしま
す。

記入
しない

返信（裏）往信（表）

申込先

記載例
など

往信（裏）返信（表）

お客様の
ご住所
お名前

講座によって　　　　 （63円）の場合と、　　　　　　（126円）の場合があります。!

新宿コズミックセンター
 （地域交流課、子ども支援課、施設課、スポーツ・マラソン課）

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2

 新宿歴史博物館
〒160-0008 新宿区四谷三栄町 12-16

漱石山房記念館
〒162-0043 新宿区早稲田南町 7　

新宿文化センター
〒160-0022 新宿区新宿 6-14-1

申 込 方 法
講座申し込み時の

お願い

のマークのついた講座が対象です。 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/インターネット WEB

あ　て　先

❶ 申し込む講座名・公演名　
❷ 郵便番号・住所　
❸ 氏名（ふりがな）　
❹ 電話番号　　
❺ 年齢　
❻ 名称と所在地
  　（新宿区内在勤・在学の場合）　

❼ 会員番号
  　（新宿歴史博物館メンバーズ会員のみ）

❽ 学年・学校名・保護者氏名
　  （子ども対象のイベントのみ）

スポーツS por t s 掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先にご確認ください。

乳幼児期のお子さまの年齢や成長に合わせ、
保護者の方と一緒に音楽に合わせて遊びなが
ら、さまざまな運動をするコースです。
日毎週火曜日  9:30～10:30　場多目的広場
講西岡希光子　

親子でいっしょに体を動かしましょう！

出産や加齢に伴う、たるみやゆがみが気になる
ボディラインを引き締め、美しいボディに。
日  毎週火曜日  10:55～11:55　場第二武道場
講鈴木菊　持ち物 ヨガマット

講座中お子さまも一緒に過ごせます。お母さまどうしのコミュニティづくりの場にも♪

特に出産後の女性におすすめな、身体と心を
ほぐすヨーガ。
ボディを整え、楽しくリフレッシュ！
日  毎週水曜日  10:55～11:55  場多目的広場
講水田美由紀　持ち物 ヨガマット

Pick Up
親子3B体操 女性のためのヨーガ 女性のためのボディメイク

新宿コズミックセンター（大久保
3-1-2）で人気のスポーツプログラム

「レガスポ！」から、親子またはお子
さま同伴で参加できる講座をご紹
介します。

宇宙に散らばる恒星たち。星座を形づくりわたしたちにめくるめくさまざま
な話を語りかけてくれます。星座の物語はうしかい座をお届けします。

日�  5月5日（水祝）　11:00開始（10:30開場）　※投影時間約50分
場   8階プラネタリウム
対イベントの趣旨に賛同される方（小学3年生以下は要保護者同伴）
定 75席（先着順／定員になり次第締め切り）
￥大人 100円、障がいのある方の同伴者・中学生以下 無料
申不要。当日直接、新宿コズミックセンター8階へ。
　※ 受付時に検温を実施します。会場内ではマスクの着用をお願い

しています
 協力＠字幕サークル　問  スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

理想の結婚相手を探すコツは、この一冊で！
「結婚したい人させたい親の夢を実現する」
アマゾンより出版☎5962-7704片山

60歳からのピアノ全5回初心者限定　春季
脳トレ効果No.1の楽器ピアノをはじめません
か？☎080-4192-6945　森
検索　楠の木ピアノ教室
中高年のオリンピックに向けての初級英会話
道案内、おもてなし、日常生活に関する英会
話を学ぶ。英語の苦手な方でも安心してつい
ていかれます。☎０３（３２６７）７２０６ 岩崎
入会金2,000円月会費4,000円

楽しくお稽古しませんか！（新日舞等々）
初 心 者 歓 迎！　　090-2935-5264　 華 輝

牛込箪笥地域センター　月3000円

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

レ ガ ス パ ー ク

幼  １歳～未就学児対象
幼  生後2カ月～1歳6カ月対象
　  ※女性限定講座です

幼  生後2カ月～1歳6カ月対象　
　  ※女性限定講座です

当面の間、新型コロナウイルス感染症対策により事前予約制となっています。
各開講1週間前の正午～前日の間に、財団ウェブサイト上の「新宿コズミックセンター レガスポ!」から
ご予約ください。右記のQRコードまたは「レガスポ！」で検索してお進みください。

日頃の運動不足を解消し、夏に向けて楽しくシェイプアップ！
パンチ、防御などの基本をシャドーでゆっくり無理なくできます。
プログラムの後半は音楽に合わせてアクティブに動くので、脂肪燃
焼やストレス解消にも効き、スッキリ爽快な汗をかけます！
日 6月2日～8月4日の毎週水曜日　20:30～21:30　全10回
場 2階多目的室　講里見昌斗　対高校生以上　
定 15名（最少催行13名）

新宿コズミックセンター

コズミックセンター
短期スポーツプログラム 

ボクシングでBurning!! 水曜／夜のコース

1010

プロサッカー東京ヴェルディ
小学生無料招待試合
日①5月2日（日）　   東京ヴェルディ vs. 大宮アルディージャ
　②5月5日（水祝）　東京ヴェルディ vs. ザスパクサツ群馬
　①②ともに15:00キックオフ　
場味の素スタジアム（調布市西町376-3）
対小学生（保護者の方は一般申し込み）
定競技場収容人数に達した時点で受け付け終了
￥無料（小学生以外は一般料金）　
申右記QRコードからお申し込みください。
　 WEB　
　※申し込み完了時に発券されるQRチケットを
　　当日ご提示ください
 締各試合後半キックオフまで
主催東京ヴェルディ（株）
問東京ヴェルディ（株）　　Tel 03-3512-1969
　スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

５月2日
（大宮戦）
小学生用

5月5日
（群馬戦）
小学生用

両日共通
一般用

バリアフリー「わくわくプラネタリウム」
上映途中の入退場自由! 音や声を出しても大丈夫です!!
字幕付き＋ヒアリングループ・ナレーション手話あり。

￥ 5,100円　※事前振込制（別途手数料がかかります）
申  に記載例（下記）のほか、区内在勤の方は勤務先名称・所

在地を記入し、新宿コズミックセンターへ。新宿コズミックセン
ター窓口での申し込みも可。　 WEB

　※当選者にのみ、締め切り後2週間程度で郵送にて返信
 締 5月6日（木）　持ち物 室内用運動靴 　※グローブは使用しません
問  スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

子どもK ids 掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先にご確認ください。

JAXA宇宙教育センターの協力のもと、宇宙を題材にした実験や工作を行います。
天文や宇宙飛行士に興味がある子、大歓迎!!
日6月20日（日）　10:30～12:00
場新宿コズミックセンター　3階大会議室
講小林輝明（敬愛大学准教授）
対小学3～6年生　定 30名（多数抽選）　
￥ 1,000円（材料費込み）
申  インターネットによる申し込みを推奨しています。下記QRコードからお申し込みください。

郵送申し込みの場合は、 に記載例（下記）のほか、緊急連絡先を記入し、新宿コズミッ
クセンターへ。　 WEB

　※応募多数で抽選となった場合は、区内在住・在学者を優先します
 締 5月24日（月）　協力 JAXA宇宙教育センター
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122

子どもたちが安心して放課後の時間を過ごせるよう、学校内の活動室（教室）
や校庭・体育館などで安全管理や遊びのサポートをする仕事です。幅広い年
齢層の方が活躍しています。
勤務地  新宿区内の小学校（応相談）
対子どもと接することが好きな方（資格・経験不問）
勤務時間平日の放課後～最長19:10のうちで、2～7時間程度
　　　  ※ 学校・時期により異なる。学校の長期休業期間などは最も早い勤務開始で7:50～
　　　  ※勤務曜日は固定（土日・祝日休み）
 時給 1,050円（研修時 1,013円）　※交通費実費相当額（1日上限 1,000円）を支給
申  事前に電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）を新宿コズミックセンターまでお持ちください。
　※勤務開始日・曜日・時間など応相談（採用前研修あり）
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122（平日9:00～17:00）
　※詳しい内容は、右記QRコードのリンク先をご確認ください

宇宙ってどんなところ？
放課後子どもひろばスタッフ募集 週1からOK！

￥ 500円　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

　コズミックカレッジ in レガス新宿

幼  幼児同伴可（対象年齢）

JAXA協力

3お知らせi 『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 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/　Tel 03-3232-7701（平日 9:00 ～ 17:00）



5月の休館日の
お 知 ら せ

新宿コズミックセンター ※2面参照／ 大久保スポーツプラザ 17日（月） ／ 四谷スポーツスクエア 10日（月） ／ 新宿文化センター 11日（火） ／ 新宿歴史博物館 10日（月）・24日（月） ／ 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・漱石山房記念館 6日（木）・10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 10日（月） 〈北新宿・戸山〉 24日（月）

ピックアップP ick Up 掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先にご確認ください。
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　Tel 03-3232-5121
　　　　　　 chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

An online language class with childcare 
for fathers and mothers with children. Let’s 
have fun studying by Zoom!
Date and time:  1st term; May 15 to July 17
Every Saturday 10:00 to 12:00, total 10 lessons 
Method: Online (Zoom)
Eligibility: Introductory to intermediate level 
parent-child pairs 
* Adults may also participate without a child.
Capacity: 26 people (in order of application)
Fees:1,000 yen (total 10 lessons) *Student must 
cover internet connection expenses.
Applications: Apply by email from April 22 
(Thursday) to the Regional Exchange Division 
indicating (1) Parent’s name (2) child’s name, 
age and gender (3) common language(s) (4) 
nationality (5) address (6) phone number (fax).
Hosted by: Shinjuku Niji no Kai
Inquiries:Regional Exchange Division
                Tel 03-3232-5121
            chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

针对有孩子的父母而设立的通过在线上课
方式学习日语的教室。使用Zoom来开心
学习一下吧！
日期 : 1学期5月15日～7月17日
　　　毎周周六开课10:00～12:00
　　　共10次
方法 : 在线上课(Zoom)
对象 : 日语水平初级～中级者的亲子
　　　※父母单独参加也可
定员 : 26名（以报名先后为序）
参加费 :  1000日元（共10次） 
　　　　※通信所需的费用由学习者承担
申请 :   从4月22日（周四）起以电子邮件方

式，请明确填写(1)姓名（注音假
名）、 (2)孩子的姓名（注音假名）、
性别、年龄、(3)经常使用语种（多
数也可）、 (4)国籍、(5)地址、(6)电
话（FAX）号码，向地域交流课进行
申请。

共同主办 : 新宿虹之会
问讯 : 地域交流课　Tel 03-3232-5121
　　  chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

어린이가 있는 아빠, 엄마를 위한 온라인 교실
입니다. Zoom을 이용하여 즐겁게 일본어 공부
해 보시지 않겠어요?

일시 : 1학기 5월 15일~7월 17일 
　　　매주 토요일 개최10:00~12:00　
　　　총 10회
방법 : 온라인(Zoom)
대상 :  일본어 수준이 입문~초급인 부모와 어

린이
　　　※부모만 참석도 가능
정원 : 26명(신청 선착순)
참가비 :  1000엔(총 10회 분) 
　　　　※통신에 드는 비용은 학습자가 부담
신청 :  4월 22일(목)부터 이메일로　(1) 이름

(후리가나), (2) 아이 이름(후리가나), 성
별, 나이, (3) 자주 사용하는 언어(전부 
기 입), (4) 국 적, (5) 주 소, (6) 전 화
（FAX）번호를 명기한 후 지역교류과
로 신청해 주십시오.

문의 : 지역교류과　Tel 03-3232-5121
       chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

多文化M ul t icul t ur e 地域交流課　
Tel 03-3232-5121　Fax 03-3209-1833問　合　せ

掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先にご確認ください。 問い合わせ

令和 3年度
漱石山房記念館年間スケジュール

松岡譲
ゆずる

の漱石研究  −岳父への想い−

森田草平生誕 140 年（仮題）

夏目家の人 （々仮題）

所蔵資料展 手紙（仮題）

松岡譲（1891～1969）は、『漱石の印
税帖』や『ああ漱石山房』など数多くの
漱石に関する著作で親しまれた作家で
す。本展では、「松岡・半藤家資料」を
中心に岳父・漱石を見つめてきた作
家・松岡譲のまなざしをたどります。
本展に合わせて会場のコーナー展示で
は近年新しく収蔵した漱石および松岡
ゆかりの資料を初公開します。

安倍能成、小宮豊隆、鈴木三重吉と共に漱石門下の四天王の一人と称された
森田草平は、平塚らいてうとの恋愛事件で話題となりましたが、漱石にその才
能を認められ『煤煙』でデビューしました。漱石が主幹を務めた「朝日文芸欄」で
も編集を担当しています。本展では本年生誕140年を迎える森田草平の足跡と
業績を紹介します。

親友の正岡子規、学友の立花銑三郎など
に宛てた漱石および漱石の門下生の手紙
を通して、友人たちと漱石との交流やそ
の時代的背景を紹介します。

6人兄弟（他に異母姉2名がいた）
の末っ子として生まれた漱石は、
結婚後二男五女に恵まれました。
本展では家族を通してみた漱石の
姿、漱石からみた家族の姿を紹介
します。夏休みに家族で楽しめる
イベントも併せて開催します。

開催中～
6月27日（日）

10月9日（土）～11月28日（日）

7月1日（木）～
10月3日（日）

12月2日（木）～
令和4年

4月10日（日）

松岡譲

正岡常規あて　夏目金之助葉書（個人蔵）

通 常 展 テーマ展示 通 常 展 テーマ展示

通 常 展 テーマ展示特 別 展

『煤煙』

問漱石山房記念館　Tel 03-3205-0209  Fax 03-3205-0211
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