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令和3年9月5日 第255号

新型コロナウイルス
感染症対策について

2面

芙美子がみた景色 3 面

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！

令和3年度 新宿区生涯学習フェスティバル 4 面

次号は9月20日発行です。 〒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

5日号

しゃべれおん'21 開催レポート

Tel 03-3232-7701
（代表） Fax 03-3209-1833

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。
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次調査では、

まち かた もん じょ

四ツ谷駅前再開発事業に伴う四谷一丁目遺跡

ちょう

考古学・文献史学・建築学など多角的な分析が行われました。

しお

これらの成果を紹介するとともに、貴重な町方文書などから

江戸時代の町の具体像を探ります。

四谷一丁目遺跡発掘調査風景
（2014年12月）
を加工／四谷伝馬町・四谷塩町沽券絵図
（江戸東京博物館蔵）

時間 9:30～17:30
（入館は17:00まで）

休館日 9月27日、
10月11日・25日、11月8日・22日のいずれも月曜日
場 地下1階企画展示室
¥

主催 新宿区、
（公財）
新宿未来創造財団 共催 新宿区教育委員会
一般 300円
（常設展とのセット券は500円）
、団体割引
（20名以上）150円、中学生以下 無料

問 新宿歴史博物館

Tel 03-3359-2131

Fax 03-3359-5036

『狂歌画像作者部類』
より山田早苗
（着色加工）
（新宿歴史博物館蔵）

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

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。

お葬式勉強会
お●
葬式勉強会
●
●●●●

2021年 9 月 30 日 木

午後 2 時〜 3 時

お話

今どきの家族葬
状況により開催中止することもあります

会

場：東京都新宿区百人町2-21-29
公営社 第2ビル

入場料：無料
会場は10席位、席の予約はお電話で

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-21-1
TEL 0120-556-847 FAX 03-3361-4460
電子メール k-info@koueisha.co.jp

i

お知らせ

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。

1

芙美子 が み た 景 色 ～
茶 の 間 から

この建物は作家・林芙美子が、昭和16年（1941）8月から昭和26年（1951）6月28日にその生涯
を閉じるまで住んでいた家で、現在は「新宿区立林芙美子記念館」
として公開されています。
当時の家屋や雰囲気を味わいながら、芙美子がみた景色を想像してみてはいかがでしょうか。

庭 から

納戸として作られたこの部屋は、しばらくすると、書斎と
ど びさし
して使われるようになりました。深い土庇、部屋の中から、
半障子を通して廊下越しに北の小庭が見えるなど、納戸
とは思えないような趣向が凝らされています。書斎前に
も、芙美子が好きな竹が植えられています。風にそよぐ竹
を眺めて、執筆の疲れを癒やしていたことでしょう。

現在は、玄関と客間前の庭付近にのみ面影が残っています
が、芙美子の存命中は、この庭一面に孟宗竹が繁っていま
した。
寒椿、ざくろ、カルミア、おおさかづきもみじなど、芙美子
が愛した木々が今もこの庭に植えられています。

ひろ えん

日当たりも眺めもよく広縁があるこの部屋は、一家団らん
の場でした。
四季折々に移ろう美しい庭を、時には机を広縁に出して眺
めていたこともありました。

動画で観る

通常は建物の中に入ることはできませんが、
庭から家の中の様子を見ることができます。

林芙美子記念館

林芙美子記念館のウェブサイト上で、建物内部をご案
内しています。通常の庭園からの見学ではわからない
す き や ふう

い しょう

室内の数寄屋風の細やかな意匠も紹介しています。

小間

芙美子が、住み手の暮らしと安らぎを第一に考えて作

玄関

林芙美子は、幼いころ、行商人の両親に連れら
れ、九州各地を転々とする生活を送りました。
広島県尾道に落ち着き尾道高等女学校へ進学
し、作家になりたいという夢を抱くようになり
ました。大正11年（1922）
卒業と同時に、恋人
を頼りに上京しますが、恋人との別離、関東大
震災での被災、職も住居も定まらずという苦
難の連続でした。しかし、文学への強い志を胸
に立ち向かうことで、次第に文運が開けてい
きました。
落合に転居してきた昭和5年（1930）、自伝的
小説「放浪記」がベストセラーとなり、文壇へ
の本格デビューを果たします。「風琴と魚の
し せい
町」
「晩菊」
「浮雲」
など、市井の人々に寄り添っ
た作品群は、多くの人の共感を獲得しました。

書 斎 から

り上げた家をご覧ください。

寝室

茶の間

客間

展示室
（アトリエ）

書斎

次の間

レガスちゃんねる
by
新宿未来創造財団

台所

YouTube

記念館平面図

林芙美子記念館

林芙美子

で検索!

〒161-0035 新宿区中井2-20-1 Tel 03-5996-9207 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko/ 開館時間 10:00～16:30（入館は16:00まで）
月曜日（祝休日の場合はその翌日）
、年末年始
（12月29日～1月3日） 入館料 一般 150円、小中学生 50円
アクセス ●都営地下鉄大江戸線・西武新宿線
「中井駅」
から徒歩7分 ●東京メトロ東西線「落合駅」
から徒歩15分 ●西武バス
「中井駅」
から徒歩5分 問 新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131

所在地
休館日

漱石山房記念館

～スタッフおすすめ！おうち時間に楽しむミュージアムグッズ～
絵はがきといえばミュージアムグッズの定番品ですが、今回は絵はがきをミニノートにリメイクする
方法をご紹介。おうち時間にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

ミニノートの作り方

1

絵はがきの端から1セン
チの部分に鉛筆でしるし
をつける。

材料･･･絵はがき 1枚、裏表紙用の厚紙
（絵はがきと同じサイズ）1枚、メモ用紙の紙
（A5サイズくらい）5～6枚、両面テープ
道具･･･カッターナイフ、カッターマット、定規、ホチキス、鉛筆、クリップ
（2個）
、発泡スチロール

2

しるしに合わせて定規
をあて、カッターナイフの裏
側で軽く折り目をつける。刃
を当てて切り離してしまわな
いよう、ご注意ください。

3

折り目に合わせて定規を
あてて、しっかりと折る。

4

5

メモ用紙の中央に絵はがき
メモ用紙の上下をクリッ
の折り目を開いて当てたら、下
プで止める。
に発泡スチロールを敷いて、本
を綴じるように折り目の上下2
か所にホチキスの針を打ち込む。

6

裏返してホチキスの針
を閉じる。

完成

7

絵はがきの折り目に合わ
せてメモ用紙も半分に
折る。

8

絵はがきの折り目1セン
チ部分に両面テープを貼る。
このとき、絵はがきからはみ
出した両面テープはカッター
ナイフで切り落としておくと
綺麗に仕上がります。

詳しい作り方は、漱石山房記念館
ウェブサイトでご紹介しています。
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日 日時

場 会場

出 出演

講 講師

曲 曲目

9

裏表紙を両面テープに
あわせて貼り付ける。

10

定 定員

11

写真は絵はがきのデザインに揃えて切り落としています
が、絵はがきそのままの大きさに揃えて切り落とす方が楽
に仕上がります。怪我をしないようにご注意ください。

ノート作りに使える
縦型のおすすめ
絵はがきです。

漱石山房記念館の
ミュージアムショップ

対 対象

不要な部分をカッター
ナイフで切り落とす。

￥ 料金
（税込み） 申 申し込み

ミュージアムショップにて
購入できます。

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。

P ic k U p ピックアップ

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。

新宿区共催

文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭

令和3年度 新宿区生涯学習フェスティバル

展示場所 新宿文化センター

地下1階展示室

申 不要。直接会場へお越しください。
問 新宿文化センター

Tel 03-3350-1141

新宿区民や区内で活動するみなさんから寄せられた秀作・力作が“新宿の秋”を華やかに彩ります。

写真展

絵 画展
油彩画・水彩画・パステル画・日本画・水墨画・
版画など
（予定）。
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）

光と動きを捉えた人物・景色・植物・建造物など、
バラエティに富んだ魅力あふれる作品多数。
展示期間 10月27日
（水）
～31日（日）
10:00～17:00
（最終日は14:00まで）

書 の展

手工芸・陶芸展
ししゅう

小・中学生の作品、書道愛好家による漢字・かな・
てんこく
篆刻・刻字・近代詩など。
展示期間 10月20日
（水）
～24日
（日）
10:00～17:00
（最終日は14:00まで）
協力 新宿区書道連盟

手編み・キルティング・刺繍・和裁・洋裁・魚拓・
七宝・木彫り・ちりめん細工・陶芸など
（予定）
。
展示期間 11月22日
（月）
～28日（日）
10:00～17:00
（最終日は14:00まで）

しっぽう

短歌・俳句・川柳展

動画で観る

令和2年9月～11月に新宿文化センターで開催された新宿区生涯学習フェスティバル
作品展を動画にてお届けしています。来館できなかった方も、もう一度じっくり見た
い方も、応募を迷っている方も、ぜひご覧ください。

受賞作品の展示と全応募作品掲載の「作品集」を配
布します。
展示期間 11月22日
（月）
～28日
（日）
10:00～17:00
（最終日は14:00まで）

＊動画ラインナップ＊

9.13

月
14:00 開演

新宿文化センター 大ホール

上智大学真田堀グラウンド貸し出し抽選のお知らせ

開催延期

午後のワンコインコンサート
デ

ュ

オ

姉妹ヴァイオリンデュオ・Duo

ヴァイオリン名曲集

ド

ゥ

フ

ル

ー

動画は
こちらから

•絵画展
•写真展
•書の展 一般の部
•書の展 小・中学生の部
•いけ花展
•手工芸・陶芸展

※今年度の表彰式については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、表彰式の出席対
象者を奨励賞以外の受賞者とさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上
げます

〔 延 期〕

新宿区生涯学習フェスティバル

上智大学真田堀グラウンド
（千代田区紀尾井町7-1）
の貸し出しを、10月分より再開します。

ル

deux fleurs

抽選・申込方法については、新宿未来創造財団ウェブサイトにてお知らせいたします。
参加条件 新宿区・千代田区・港区に在住または在勤の団体
申 9月22日
（水）正午締め切り

問 施設課 Tel 03-3232-7701
※新型コロナウイルスの拡大状況によって開放中止や抽選方法が変更と
なる場合がありますので、最新情報を随時ご確認ください

Tel 03-3350-1141
※詳細は後日、新宿文化センターウェブサイト等に掲載します
問 新宿文化センター

漱 石 山 房 記 念 館 （早稲田南町 7）

問 漱石山房記念館

《通常展》テーマ展示

開催中

夏目家の人びと、漱石の家族
8人兄弟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。
会期 開催中～10月3日
（日）
オンライン
休館日 月曜日
（祝休日の場合は翌平日）
ギャラリートーク
時間 10:00～18:00
（入館は17:30まで）
配信中！
場 2階資料展示室
￥ 一般 300円、小中学生 100円
※小中学生は土日・祝日は観覧無料

臨時休館のお知らせ

次回展示予告

《特別展》永遠の弟子 森田草平
ら

い ちょ う

ばい えん

あ

森田草平

インで
ラ
ン
オ
は
レガス新宿
みなさんの
間」を
時
ち
う
お
「
！
応援します

レ

ガ

ス パ ー ク

桐朋音大元講師のピアノ教室☎03-3952-5055 理想の結婚相手を探すコツは、この一冊で！
初歩～受験 桐朋音楽教室講師 中井駅7分 「結婚したい人させたい親の夢を実現する」
「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」
で検索を
アマゾンより出版☎5962-7704片山

動画で学ぼう！ レガスちゃんねる は、

新宿未来創造財団の YouTube 公式チャンネルです
お知らせ 『Oh! レガス新宿ニュース』に広告を掲載しませんか？

べ よし しげ

平塚らいてうとの煤煙事件で知られ、安倍能成・小宮豊隆・鈴木三重吉とともに
“漱石門下の四天王”と称された森田草平。その生誕140年を記念して、足跡と
業績を紹介します。
会期 10月9日
（土）
～11月28日（日）
休館日 月曜日
（祝休日の場合は翌平日）
時間 10:00～18:00
（入館は17:30まで）
場 2階資料展示室
￥ 一般 500円、小中学生 100円
※小中学生は土日・祝日は観覧無料

10月5日（火）
～8日（金）
は展示替えのため休館します。

i

Tel 03-3205-0209 Fax 03-3205-0211
https://soseki-museum.jp/

マージャンやりたい人 集まれ！
一人で閉じこもるより健康マージャンで笑って
楽しもう！ 新宿で月・火・木・金に開催
未経験者もOK！ ☎090-8176-4662 三上

新 講 座 やりなおしマージャン 新 宿 西 口
10/1～22毎週金曜10:30～12:30 1回￥1500
全4回 前納￥5000 麻雀久しぶり・少し経験の
ある方☎080-6830-9637桜ゆき子 〆切9/25

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

詳しくは https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/ Tel 03-3232-7701（平日 9:00 〜 17:00）
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M u l t ic u l t u r e

多文化

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。
問 合 せ
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。

第29回 日本語スピーチコンテスト

しゃべれおん’
21

問い合わせ

地域交流課
Tel 03-3232-5121

Fax 03-3209-1833

ト
ー
ポ
レ
開催

来日2年以内の新宿区内在住・在学・在勤の外国人が、日本語学習の成果を5分間で発表する日本語スピーチコンテス

しゃべれおん
とは？

トです。日頃感じる日本のことや若者が持つ夢について広く知ってもらう機会として、共生社会づくりを推進するため
に始まり、今年で29回を迎えました。
今年は残念ながら無観客での開催となってしまいましたが、16名の方が心に抱く熱い気持ちをスピーチしました。
そんなコンテストの様子を、ダイジェストムービーでお届け！YouTube「レガスちゃんねる」
にて、ぜひご覧ください♪

コメント
参加者の
自分の経験をこの場で披露できたので、賞を
とってもとらなくても参加できて良かったと
思っています。自分が選ばれると思っていな
かったので、名前を呼ばれたときはテレビで見
ている大きなコンテストの発表みたいな感じ
で、言葉で言い表せないぐらいうれしかった。

とても緊張していたのですが、先生と
一緒にたくさん練習して賞をもらえ
たのでとてもうれしいです。

自分自身の経験に基づくストーリー
をどれぐらいわかりやすく話すこと
ができるのか、人はそれを聞いて感
銘を受けるので、そういう工夫ので
きたスピーチが上位入賞には必要
だと思います。

審査員
のコメン
ト
初めてだったし、みなさんがとて
も上手だったので待っている間
とてもドキドキしましたが、いい
経験ができました。

本当にみなさんが粒ぞろいで、採点
がちょっと大変でしたが、とても良
い大会だったと思っています。

ダイジェストムービーを「YouTubeレガスちゃんねる by 新宿未来創造財団」にて公開中！

広報紙
『Oh! レガス新宿ニュース』
をご自宅へお届け！
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

WEBサイトに
広告を掲載しませんか？

募集

Oh!レガス新宿ニュース

毎月5日・20日発行

広告募集のご案内

発行部数：99,000部（新聞折込配布約86,000部）
予定

◦新宿歴史博物館

新宿区内を中心に、朝日・読売・毎日・産経・日経・東京各新聞へ折り込み配布のほか、スポーツ
センター、図書館などの区立施設、スーパー、郵便局などで配布中。
新宿未来創造財団ウェブサイトにも掲載されます。各発行日の2カ月前同日必着（先着順）。
申 所定の申込書に記入し、新宿コズミックセンターへ。 ※申込書は、新宿未来創造財団ウェブサイト
よりダウンロード可。新宿コズミックセンターなどにも設置
WEB

◦新宿コズミックセンター／大久保スポーツ
プラザ／四谷スポーツスクエア

枠広告

こちらのサイトにバナー広告を掲載できます！
◦公益財団法人新宿未来創造財団
◦新宿文化センター

¥

1枠
（1カ月） 11,000円
（税込み）
※広報紙とのセット掲載プランもあります

掲載面

1枠料金 表面 40,700円
（税込み） 中面 30,800円
裏面

詳しくはこちら！
お気軽にお問い合わせください♪

4

サイズ（縦×横）76×48mm

枠広告の
お申し込みは
こちらから

39,600円
文字広告の
お申し込みは
こちらから

レガス
パーク

行 数
最小3行
4行
5行
最大6行

料金（税込み）
4,840円
6,380円
7,920円
9,460円

問 経営課

Tel 03-3232-7701

日 日時 場新宿コズミックセンター
曲 曲目
対 対象 定 定員 21
￥ 料金
申 申し込み 13
締日
問 問い合わせ 14 日
13 日（月）
／ 大久保スポーツプラザ
日（火）
／ 四谷スポーツスクエア
（月）／ 新宿文化センター
（火）／このマークの催しは無料で参加できます。
新宿歴史博物館 13 日（月）・27 日（月）／ 林芙美子記念館・
9月の休館日
会場 出 出演 講 講師
（税込み）
締め切り
のお 知ら せ 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（月）・13 日（月）・21 日（火）・27 日（月）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉13 日（月）
〈北新宿・戸山〉27 日（月）

