
Shinjuku-City

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、新宿未来創造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

施設 �大体育室、小体育室、多目的室、第一武道場（畳張り）、
第二武道場（板張り）、弓道場、温水プール、幼児用プー
ル、幼児体育室、多目的広場（スタジオ）、大会議室、小
会議室

個人利用 �プールポイントラリー、スポーツフリー教室、卓球台
貸し、第一武道場、第二武道場、弓道場、幼児体育室

利用時間 9:00〜22:00※
休館日 �第2月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日

〜1月3日）
アクセス �東京メトロ西早稲田駅から徒歩3分、JR新大久保駅・

高田馬場駅から徒歩15分

 新宿コズミックセンター
所在地大久保3-１-2

空調設備等改修工事のため一部施設の利用を休止します。ご理解・ご協力をお願いします。
対象施設 1階・・・・・・・・・・・・第一武道場、第二武道場
　　　　地下1階・・・・・・・プール(全面)、小体育室、幼児体育室
期間 11月1日（月）〜令和4年1月31日(月)（予定）
　　※�期間は施設ごとに変更することがあります。最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイ

トをご確認ください
　　※�プールの利用休止中は新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）で貸切利用のコースを設定

します。詳しくは新宿スポーツセンター（Tel�03-3232-0171）へお問い合わせください
問〔利用について〕施設課　Tel 03-3232-7701　
　 〔工事について〕 新宿区生涯学習スポーツ課（本庁舎1階）　�Tel�03-5273-4358

新宿コズミックセンタープール・一部体育施設利用休止のお知らせ

施設 �多目的ホール、音楽
室、会議室（4室）

個人利用 �卓球（水曜日
������������9：30〜12：00）
利用時間 9:00〜22:00※
休館日 �第2月曜日（祝日の

場合は翌日）、年末
年始（12月29日〜
1月3日）、コモレ四谷休館日（7月第3土曜日）

アクセス JR四ツ谷駅から徒歩2分

施設 �多目的ホール、集会室、和室、児童遊戯室、テニスコート
個人利用 ��和室（区民・区内在勤者のみ）、児童遊戯室（貸切予約がない場合のみ）
利用時間 9:00〜22:00※
休館日 �第3月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）
アクセス �JR新大久保駅から徒歩8分、JR高田馬場駅から徒歩10分

利用できる種目 �
〔野球場〕一般野球、サッ
カー、女性ソフトボール、
その他種目　ほか�

〔庭球場〕テニス
利用時間 �6:00〜22:00※

（月によって変動）

利用できる種目
〔野球場〕小学生野球、
小学生・女性ソフト
ボール

〔庭球場〕テニス
利用時間 �7:00〜19:00※

（月によって変動）

みんなとバスケがしたい★子どもを自由に遊ばせたい★テニスをやってみようかな？
レガスでみつけよう ！ あなたにぴったりの“ カラダ ”の動かし方 ！ 

新宿でカラダを動かそう ！
西戸山公園野球場・落合中央公園庭球場は、この春リニューアル ！ 芝生がキレイに、照明も新しくなりました。

落合中央公園野球場・庭球場
所在地上落合1-2

西戸山公園野球場
所在地百人町４-１

西落合公園少年野球場・庭球場
所在地西落合2-19

利用できる種目
一般野球、サッカー、女性ソフトボール、
その他種目　ほか
利用時間 �6:00〜21:00※
�����������（月によって変動）

バスケットにフットサル、
ダンス、楽器演奏まで可
能な大型体育施設�！
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            マークが
ついているイベ
ントは、右記QR
コードからもお申
し込み可能です！
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障がい者スポーツデーTOPICS 2面 レガスサイエンス教室3面 ライフアップ講座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。

YouTube　　　　　　　　　�で検索�！��

※�各施設利用時間は、緊急事態宣言などにより制限を行っている場合があります
○いずれの施設も12月29日（水）〜令和４年1月3日（月）は休館・休場です
○�屋内施設については、休館日が祝休日の場合は翌日が休館日になります
○�現在コロナ対策のため、ご予約などでご来館の際は、あらかじめお電話で日時をご指
定いただいております

 大久保スポーツプラザ
所在地大久保3-7-42

貸切利用には事前に団体登録が必要です。
個人利用は予定表をご確認ください。詳し
くは、新宿未来創造財団ウェブサイトにて。

 利用について詳しく知りたい ！  もっと詳しく施設を見たい ！

レガス　施設

四谷スポーツスクエア
所在地四谷1-6-4

四ツ谷駅の目の前に昨
年オープンしたばかりの
新施設�！�きれいな室内
で充実した活動を�！

問施設課　Tel�03-3232-7701

親子で一緒に遊べる
児童遊戯室�！�無料で
使えて駅から近い☆

おすすめ

おすす
め
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初心者フットサル教室（第2期）
参加者募集
ボールの蹴り方、止め方などの基本をていねいに指導します。
日 �9月10日～12月3日の金曜日
　（9月24日、10月8日・15日を除く）
　20:00～21:30　全10回
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・在学の高校生以上の方
定15名（多数抽選）
￥全10回�5,100円
　※支払い方法は、当選通知時にお知らせします
�申 � に記載例（4面）のほか、区内在勤・在学の方は勤務先（学校）
名称と所在地を記入し、新宿コズミックセンターへ。新宿コズミック
センター窓口への申し込みも可。　 WEB

　※�当選者にのみ、8月27日（金）までにご案内を郵送します�
締8月13日（金）　協力新宿区サッカー協会

新宿コズミックセンター・障がい者スポーツデー（体育館）
障がいのあるなしに関わらず、「卓球」を楽しんでみませんか？
障がいがある方にスポーツを楽しんでいただく場として、また障がいの異なる方々がつどい、スポーツを通じて交流
を深めることを目的とした施設開放です。

バレーボール

ラグビーフットボール

ソフトボール

バスケットボール

レスリング

少林寺拳法

陸　上

場 �新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
参加資格 ��小学生以下の部（レスリング・サンボ）：
� 区内在住･在学または新宿区レスリング協会登録道場所属の小学生以下の児童
　　　　�一般の部（レスリング・サンボ）：
� �区内在住・在勤・在学の中学生（令和3年4月1日現在）以上の方、または新宿区レスリ

ング協会登録道場所属者
　　　　※中学生のみ、中学生同士で試合を組みます
￥一般の部�200円／種目、小学生以下�無料（別途連盟経費：一般�1,000円、小学生以下�500円）
　※大会当日集金
申 �8月2日（月）～9月12日（日）の間に、申込書に必要事項を記入のうえ、下記へEメールまたは
郵送、持参にてお申し込みください。

　�新宿区レスリング協会　〒169-0073�新宿区百人町2-22-16-214号��MCA内新宿レスリング大会
info@mca.jp

主管新宿区レスリング協会

場 �新宿スポーツセンター　4階第二武道場（大久保3-5-1）
参加資格 ���区内在住・在勤・在学の15歳（令和3年4月1日現在）以上の方、または新宿区少林寺拳

法連盟登録者

￥ 200円／人　※大会当日集金
申 �8月20日（金）までに、件名を「新宿区民総合体育大会参加について」としたうえ、氏名・所持
資格・出場種目・所属名称を明記し、少林寺拳法連盟�田島あてEメール（ tajikei-463-
kands9d@au.com）にて。

主管新宿区少林寺拳法連盟

場駒沢オリンピック公園総合運動場　陸上競技場（世田谷区駒沢公園1-1）
参加資格 ��定詳細は、新宿未来創造財団ウェブサイトでご確認ください。
￥小学生�200円（アスリートビブス・プログラム代）
　中学生（個人参加の場合）�200円（アスリートビブス・プログラム代）
　一般�200円（アスリートビブス・プログラム代）＋200円／種目
申 7月20日（火）～8月20日（金）必着
　所定の申込書（Excel）に入力のうえ、Eメールにてお申し込みください。
　 sports@regasu-shinjuku.or.jp
主管新宿区陸上競技協会

場 �新宿スポーツセンター　3階大・小体育室（大久保3-5-1）
参加資格 ��定区内在住・在勤・在学の15歳（令和3年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム、

　�または新宿区バレーボール連盟登録チーム

￥ 2,000円／チーム
申 �家庭婦人：8月2日（月）～13日（金）　6人制一般男女：8月30日（月）～9月10日（金）
　9人制一般男女：�9月20日（月祝）～10月1日（金）の間に、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へ持参。
� ※いずれも先着順
代表者会議 家庭婦人：9月9日（木）� 19:00～／新宿スポーツセンター� 2階大会議室
� 6人制一般男女：9月30日（木）� 19:30～／新宿コズミックセンター　3階大会議室
� 9人制一般男女：10月21日（木）　19:30～／新宿コズミックセンター　3階大会議室
� ※いずれも出席必須
主管新宿区バレーボール連盟

場 �秋ヶ瀬公園グランド（さいたま市桜区道場）　ほか
　※具体的日程および会場は、代表者会議などでお知らせします
参加資格 ��区内在住・在勤・在学で18歳以上（令和3年4月1日現在）の男性で構成されたチーム、

または新宿区ラグビーフットボール協会登録チーム
定 18チーム以内　
￥ 2,000円／チーム（別途連盟経費�20,000円）
申 �7月24日（土）までに、申込書に必要事項を記入のうえ、下記へ郵送またはEメールにてお申し
込みください。�新宿区ラグビーフットボール協会�原　〒173-0037�板橋区小茂根1-21-10

　 hiro1960@mvi.biglobe.ne.jp� ※先着順
代表者会議 ※別途お知らせします　
主管新宿区ラグビーフットボール協会

場 ��落合中央公園野球場（上落合1-2）
参加資格 ��区内在住・在勤の15歳（令和3年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム、または新宿

区ソフトボール連盟登録チーム
定男子�15チーム、女子�10チーム　※男女混合チームは「男子の部」に出場
￥2,000円／チーム（別途連盟経費�8,000円／連盟登録チームは5,000円）� ※代表者会議で集金
申 �8月10日（火）～25日（水）の間に、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
ンターへ持参。��※先着順　

代表者会議 8月28日（土）　13:30～／新宿コズミックセンター　3階大会議室　※出席必須
主管新宿区ソフトボール連盟

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・在学の15歳（令和3年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム（男

女別）
定男女合わせて56チーム　￥ 2,000円／チーム　※代表者会議で集金　
申 �8月2日（月）～9日（月休）の間に、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
ンターへ持参。��※先着順

代表者会議 8月24日（火）　19:30～／新宿コズミックセンター　3階大会議室�
� ※出席必須、参加費持参
主管新宿区バスケットボール連盟

新宿区民総合体育大会 参加者・チーム募集

9月19日（日）

10月3日（日）　9:00～17:00

一般（高校生含む）・中学生・小学生
9月12日（日）　9:30～16:00予定

9月5日～令和4年1月30日の日曜日

9月12日･19日・26日、10月17日・24日、11月14日の日曜日、
11月3日（水祝）・23日（火祝）、全8日

9月4日（土）・5日（日）・12日（日）・20日（月祝）

6人制一般男女　10月10日（日）
9人制家庭婦人　9月18日（土）・19日（日）、10月2日（土）
9人制一般男女　11月3日（水祝）

その他 ��ラグビーフットボール、剣道、レスリング、少林寺拳法は申し込み先が異なりますので、ご注意ください。
　　　※�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）に配布の各競技要項・申込書（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロードも可）をご覧ください
　　　※8月10日（火）は休館日のため9:00～16:30の受付となります
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

6人制 一般男子�20チーム、一般女子�20チーム
9人制 一般男子�16チーム、一般女子�12チーム、家庭婦人�62チーム

一般の部 3段以上の部、初・2段の部、級・見習の部、単独演武（有段の部、級拳士の部）
少年の部 有段の部、茶色帯の部、白緑帯の部、単独演武（有段の部、級拳士の部）

剣　道
場 �新宿スポーツセンター　3階大体育室（大久保3-5-1）
参加資格 ��区内在住・在勤・在学の15歳（令和3年4月1日現在）以上の方、または新宿区剣道連盟登録者

￥ 200円／人（別途連盟経費�500円）　※大会当日集金
申 �8月10日（火）～14日（土）の間の火・木・土曜日17:00～19:00に、申込書に必要事項を記入
のうえ、新宿スポーツセンター4階第二武道場（大久保3-5-1）へ持参、または下記へ郵送か
FAXにてお申し込みください。

　新宿区剣道連盟�清水公俊　〒179-0081�練馬区北町2-33-9-602　Fax�03-5398-0567
主管新宿区剣道連盟

9月20日（月祝）

男子個人 高校の部、二段以下の部、三段の部、
四段以上の部（1部：40歳未満・2部：40歳以上）

女子個人 高校の部、1部（30歳未満）、2部（30歳以上）

区　分 開　放　日 時　間

原則第4木曜日 7月29日・8月26日・9月30日・10月28日・11月25日・12月23日・
令和4年1月27日・2月24日・3月24日

①17:00～18:30
②19:00～20:30

奇数月の第2土曜日 9月11日・11月13日・令和4年1月8日・3月12日 10:00～11:30

場新宿コズミックセンター　2階大体育室　
講新宿区スポーツ推進委員　ほか
対 �障がいのある方、�障がいのある方とスポーツを楽しみたい方
定各回15名程度　
￥ 100円／回（介助者1名のみ無料）
申 �不要。当日、新宿コズミックセンター1階の券売機で「障がい者スポーツ
デー」のチケットをご購入のうえ、直接ご来場ください。

持ち物 �運動ができる服装、室内用の運動靴、
タオル、飲み物　など

その他 ◦�介助者はおりません。　
　　　◦�マスクを着用してください。
　　　◦�年度の初回参加時に登録用紙に
� ご記入いただきます。

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。

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。

スポーツ・マラソン課　
Tel 03-3232-7701  Fax 03-3209-1833問い合わせ



レ ガ ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

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

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

『きみも科学者!? 体験！科学実験教室』
白衣を身に着け科学者になりきって、「光って弾

はず

むスライム」、「マイクロカプセル」、「冷えるカイロ」
を作ります。 ※ 参加者には白衣、手袋、フェイスシールドを着用していただきます（無料貸与）

場新宿コズミックセンター　3階大会議室　
講東京都立大学化学実験サークル TMU-SFC　
定各コース20名（多数抽選／区内在住・在学者優先）　
￥  1,100円（材料費込み）
申  右記QRコードからお申し込みいただけます。または、 に

記載例（4面）のほか、希望コース（A・B・Cのいずれか）・緊急連絡
先を記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB

 締 8月13日（金）　
その他   教室への入室は参加児童のみ（保護者の入室不可）。
問子ども支援課 　Tel 03-3232-5122

スポーツの力で世の中を元気にしたい。そのような思いで、
第20回大会の開催に向けてリスタート（再開）いたします。

今後のスケジュール　
9月中旬に大会ウェブサイトにて
大会の詳細等公開予定です。 

大会にご協賛いただける団体・個人
の方を募集します。
多くのご支援をお待ちしています！

問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（新宿未来創造財団）
　Tel 03-3232-7701　https://www.shinjukucity-halfmarathon.jp/   

コース 日にち 時　間 対　象
A

9月11日（土）
  9:30～10:30 小学1・2年生

B 11:10～12:10 小学3～6年生
C 13:40～14:40 小学1・2年生

2022（令和4）年1月16日（日）

健康ウォーキング情報
康歩 く り歩 健一 づ一 、

日８月７日（土）　受付 6:40～7:00（解散 9:00頃予定）
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  代々木公園原宿門（渋谷区代々木神園町2-2）
　　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〈原宿〉駅」

対どなたでも　定なし　￥  会員 無料、一般 400円　
申  不要。当日受付時間内に、直接集合場所へ。 ※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。
主催 問NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel 090-3217-4109

NPO法人新宿区ウオーキング協会 第１９８回例会
「緑陰を求めて早朝ウォーク」 約７km

新宿中央公園（スタート）→甲州街道→西参道→参宮橋→明治神宮宝物殿→
明治神宮原宿門→代々木公園巡り→代々木公園原宿門（ゴール）

江戸川河川敷グラウンド施設貸し出し
抽選会のお知らせ
江戸川河川敷グウランド（埼玉県三郷市市助地先）の10～12月分
および令和4年3月分の貸し出し抽選会を実施します。
日  8月25日（水）　10:30受付開始　11:00抽選開始　※時間厳守
参加条件区民団体として江戸川河川敷グラウンドの利用登録済みの団体
場新宿コズミックセンター　3階大会議室
問施設課　Tel 03-3232-7701

お知らせI n f orma t ion

☆科学と触れ合う1時間
　レガスサイエンス教室

マイクロカプセル（人工イクラ）

夏期のコズミックセンタープールの個人利用は混雑緩和および新型
コロナウイルス感染症防止対策により下記のように営業いたします。
例年とは利用方法が異なりますので、ご注意ください。
利用時間  各開始時間から2時間　①9:05～※　②11:45～　③14:25～

④17:05～　⑤19:45～　※①：8月は8:05～の3時間！

新宿コズミックセンタープール（個人利用）
夏期利用時間・方法のご案内

利用方法  2時間ごとの完全入れ替え制です。実施当日の各回開始の60分前から、1階ロビーにて
先着順で入場整理券を配布します。 

 ※①のみ開館後配布（7月・9月は8:45～／8月は8:00～）
定  各回40名。多目的更衣室利用は2組（1組3名）までとさせていただきます。
¥  大人 400円／回　中学生以下 100円／回
　※ 障がい者の方は、手帳の提示で割引きとなります。大人 200円、中学生以下 50円
注意事項◦ ドライヤー、ビート板、プルブイについては当面の間、貸し出しを休止します（持ち込みは可）。

◦採暖室、脱水機、冷水機は当面の間、原則利用休止とします。
◦ 男性更衣室については仮設テントによる臨時更衣室へのご案内となる場合がございま

す。あらかじめ、ご了承ください。
◦ 更衣室内では会話を極力控え、15分以内にご利用ください。
◦利用方法は、新型コロナウイルス感染症の状況等により変更となる場合がございます。

問施設課　Tel 03-3232-7701

※ 対象日程中でも、休館日や事業等の貸し切りに
より、ご利用いただけないコースや日程があり
ます。プールの予定表をご確認ください

7月 土日・祝日と17日（土）以降の全日
8月 全　日
9月 23日（木祝）までの土日・祝日

対象日程

勤務地  愛日小学校、柏木小学校、淀橋第四小学校ほか、新宿未来創造財団で
運営する新宿区内の小学校放課後子どもひろば（勤務地は応相談）

勤務時間平日（月～金曜日）の放課後～最長19:15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・時間等応相談（採用前研修あり）
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122（平日9:00～17:00）
　※ より詳しい内容は、右記QRコードのリンク先または上記問い合わせ先へ

ご確認ください

☆未経験でも「子どもが好き」という気持ちがあればOK☆

スタッフ募集!!スタッフ募集!!放課後子どもひろば

1,050円時 給資格・経験不問！ 
週1からOK！ 

【スタッフ募集】
放課後子どもひろば

スタッフ

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。

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）

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。

新聞を購読していない新宿区内のご家庭で広報紙の購読（無料）を希望する方には、ご
自宅のポストに広報紙をお届けする個別配送サービスを行っています。『Oh! レガス
新宿ニュース』を購読して、レガスのイベントをもれなくチェックしてください！
対  区内在住で、『Oh! レガス新宿ニュース』を折り込み配達している新聞を購読していな

い方
定先着順（定員に達し次第受け付け終了）　
申  財団ウェブサイトから「広報紙『Oh! レガス新宿ニュース』

個別配送申込書」をダウンロードし、郵送またはFAXにて経
営課広報担当あてに送付。

注意事項
◦  個別配送は年度更新です。次年度も配送を希望される方は、

年度が変わる際に再度、申込書をご提出ください。
◦  当財団の委託業者が、封筒に入れてご自宅のポスト（集合住

宅の場合は1階の集合ポスト）にお届けします。
◦� 発行日当日にお届けできないことがあります。
◦  申込書に記載している内容を、委託業者にお伝えします。あらかじめご了承ください。
◦  お届けを中止するとき、区内で住所が変わったとき、発行後2～3日経っても届かない

ときなどは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問経営課　Tel 03-3232-7701

広報紙『Oh! レガス新宿ニュース』を
ご自宅へお届け！



8月の休館日
のお知らせ

新宿コズミックセンター 10日（火）／ 大久保スポーツプラザ 16日（月）／ 四谷スポーツスクエア 10日（火）／ 新宿文化センター 19日（木）／ 新宿歴史博物館 10日（火）・23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 2日（月）・10日（火）・16日（月）・23日（月）・30日（月）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 9日（月休）〈北新宿・戸山〉 23日（月）

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

区民割引あり

沖縄音楽フェスティバル
めんそ～れ、沖縄音楽フェス！ 「新宿エイサーまつり」とともに2005年からスタートした「沖
縄音楽フェスティバル」。今年は夏から秋にお引越し！ 沖縄・奄美出身の歌姫、古謝美佐子、
元ちとせ、石垣優が秋の新宿をアツくします♪

出古謝美佐子、元ちとせ、石垣優、佐原一哉（構成・演出）
日 10月23日（土）　16:00開演予定
￥  全席指定 4,500円、区民割引 4,000円、友の会会員割引 3,500円
共催新宿区　後援  新宿エイサーまつり大会委員会、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー

展示期間  9月29日（水）～10月3日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容  油彩画、水彩画、パステル画、日本画、水墨画、版画などの未発表作品。

1人1点。
　　　　※模写作品の出展不可　※作品サイズは20号まで
　　　　※ 壁に展示できるよう額縁または仮縁に入れ、紐

ひも

を付けてください（ガラス不可、アクリル可）
申  所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。  　 WEB
締9月1日（水）　
作品搬入  9月26日（日）　13:00～17:00　作品返却  10月3日（日）　14:30～16:00

展示期間  10月20日（水）～24日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容【小中学生の部】
　　　　1人1点。 ※未就学児も応募可（ただし、審査対象外）

半紙縦書き（毛筆に限る）の未発表作品。
【一般の部（高校生を含む）】
各部門1人1点（複数部門出展可）。　※ただし、受賞は１人１点
5部門（①漢字  ②かな  ③篆

てん

刻
こく

・刻字  ④近代詩  ⑤その他）とも未発表作品。
なお、次のA～Cの1つを満たし、所定用紙の「題名または釈文」を必ず付けてください。
A： 軸物（縦）。表装前の紙寸法は「縦135×横35cm（半切）」以内で、仮表装または本表装
B： 軸物（横）。表装前の紙寸法は「縦35×横45cm（半切1/3）」以内で、仮表装または本表装
C： 額縁・篆刻・刻字など「縦68×横68cm」以内で壁に掛けられるよう裏面に紐

ひも

を付ける。
※額装の場合はガラス不可、アクリル可　
※巻

かん

子
す

・折
おり

帖
ちょう

は不可
申  作品と所定の申込書、添付用紙（小中学生の部は不要）を新宿文化センターへ持参。
締 9月15日（水）　 作品返却 10月24日（日）　14:30～16:00　協力新宿区書道連盟

展示期間  11月22日（月）～28日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
 ※期間中、受賞作品の展示と全作品を掲載した「作品集」を配布します
募集内容 自由題。未発表作品。1人2首（句）まで。
 ※複数部門応募可（ただし、受賞は各部門1人1点）
 ※作品にふりがなが必要な場合は、記入してください
申  所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。または

に記載例（下段）のほか、「短歌」「俳句」「川柳」の部門と作品を記入し、新宿文化センターへ。
　※はがきとWeb申し込みは、1通につき1部門のみ　 WEB　締 9月10日（金）

展示期間  11月22日（月）～28日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容  絵手紙、木彫、手編み、キルティング、刺しゅう、染め物、和裁、洋裁、

魚拓、陶芸などの手作り作品。手工芸・陶芸それぞれ1人2点まで。
※作品のサイズ・形状によっては会場の都合上、出展をお断りする場合があります

締10月22日（金）　作品搬入  11月21日（日） 15:00～17:00　作品返却  11月28日（日） 14:30～16:00
申  所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。　  WEB

絵画展

書の展
短歌・俳句・川柳展

手工芸・陶芸展

表彰あり

表彰あり

表彰あり

展示期間  10月27日（水）～31日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容  自由テーマ。カラー、白黒、セピアなどの未発表作品。1人2点まで。
　　　　※組み写真は1人1組（1組3枚まで）
　　　　※作品サイズは四切（ワイド含む）、六切、A4のいずれか
　　　　※画像処理を施したものは、その旨申込書に明記してください
申  作品（額装なし）と所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。
締10月8日（金）　 作品返却 10月31日（日）　15:00～16:00

写真展 表彰あり

チケット販売など詳細は、本紙8月5日号にてご案内します。
お楽しみに！

速 報

展示および返却場所 新宿文化センター　地下1階展示室
対区内在住・在勤・在学および区内施設で活動しているアマチュアの方
出展料  無料　
共催新宿区　

その他  ◦ご応募いただいた作品は、新宿未来創造財団ウェブサイトなどに掲載する場合があります。
 ◦いずれも募集要項をご確認のうえ、ご応募ください。

※ 募集要項（申込書・所定の用紙を含む）は、新宿文化センター、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も可）

共通事項

みなさんの作品で
新宿の秋を彩ってみませんか !

新宿区共催

新宿区生涯学習フェスティバル作品募集!!
　文化・芸術・生涯学習　区民の文化祭

新宿文化センター主催公演新宿文化センター主催公演
チケット販売中！チケット販売中！

公演名 日にち 開　演 会　場
新宿オペレッタ劇場 28
2021 年オペレッタ・サマーガラ 9月5日（日） 16:00

小ホール新宿文化センター落語会 9月23日（木祝） 13:30

メッセージ・ソング
ピーター・バラカン×湯浅学 9月25日（土） 15:00

※詳細は新宿文化センターウェブサイトをご覧ください

※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）

ラ イ フ ア ッ プ 講 座
赤城生涯学習館企画
徳川家康の江戸入城と、牛込の町つくり
徳川家康が入城したころの江戸の町は未整備でした。江戸城周辺は寺社の数が多
いのが特徴で、牛込は大名や旗本の住む武家屋敷が集中した地域となりました。
本講座では、古地図・地誌にみる牛込地域の地域的展開、牛込地域の寺社と信仰
について学びます。

日①9月12日（日）・②19日（日）　①②とも15:00～16:45　全2回
場赤城生涯学習館　2階レクリエーションホール（赤城元町1-3）
内容①古地図・地誌にみる牛込地域の地域的展開　②牛込地域の寺社と信仰
講滝口正哉（立教大学文学部・立教大学大学院文学研究科 特任准教授）
対どなたでも（区内在住・在勤・在学者優先）　定 29名（多数抽選）
￥全2回 1,800円
申  に記載例（下段）のとおり記入し、赤城生涯学習館（〒162-0817 

赤城元町1-3）へ。　 WEB
締 8月23日（月）　問赤城生涯学習館　Tel 03-3269-2400 滝口正哉
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新宿文化センター公演P er f ormance 新宿文化センター（新宿6-14-1）　Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/問い合わせ・会場

生涯学習L i f e l ong l earning 新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839問い合わせ


