トークショー

写真展

アイドルライブ

etc...

公式TwitterとInstagramで、
イベント出演者や出展団体が思う
「新宿の魅力」を写真付きで発信中！

新宿の
魅力が詰まった
屋内フェス
【公式アカウント】

入場無料

@shinjuku_waka
【ハッシュタグ】

#新宿区若者のつどい

〔主催〕新宿区

新宿区 若者のつどい 2017

大ホール
メインステージ

MC
ギュウゾウ
（電撃ネットワーク）

～ ひ ろ げ よ う！ 新 宿 の 魅 力 ～
2017年

12月9日

土

新宿文化センター
13：00～16：45

「新宿区スポーツ栄誉賞授与式」も開催！

杉山 文野

大ホール
開場12：30

早稲田美容専門学校による華麗な演舞

小倉・桔梗流着つけステージ

「新宿の魅力」トークショー
新宿生まれ新宿育ちのフェンシン
グ元女子日本代表・杉山文野さん
と、新宿区在住のリオデジャネイロ
五輪競泳男子400mリレー代表・
古賀淳也さんが語る新宿の魅力。

アシスタント
寺嶋 由芙

特別出演

吉住 健一
古賀 淳也

新宿区長

司会 大森 徹哉（新宿〜御苑〜四谷タウン誌『JG』発行人）

新宿駅西口の名物チアも登場！

アイドルライブ
新宿ゆかりのアイドルを中心に
個性的なアイドルが勢ぞろい！

MCの
アシスタント
も担当！

寺嶋 由芙

▶

「夏目漱石と新宿」トークショー
▶「新宿二丁目・新宿ゴールデン街」トークショー

全日本女子チア部☆

▶

新宿写真展
アーティスト・ドラァグクイーンの

アップアップガールズ
（プロレス）

おやすみホログラム

フィロソフィーのダンス

全力少女R

さんみゅ～

ヴィヴィアン佐藤さんや
声優の柴田秀勝さんら
“新宿の達人”が出演。

若者のための
マネー講座

ヴィヴィアン佐藤
ちょっと早めのクリスマスプレゼント！

ガラポン抽選会
アンケートに答えると、
豪華賞品が当たる！

虹のコンキスタドール

B2takes！

二丁目の魁カミングアウト

風呂内 亜矢
（ファイナンシャル・プランナー）

どなたでも気軽にお越しください！

柴田 秀勝
さらに、
アンケート回
答者に

『特撰ガトーシ
ョコラ』の
名店「ケンズ

カフェ東京」の

最新コンビニ
スイーツを

プレゼント！
※なくなり次第
終了。

タイムテーブルなど詳細は「JGweb」（http://jgweb.jp/）で随時更新！
※各会場、混雑状況により入場制限をさせていただく場合があります。
また、出演者・時間は変更になる場合があります。
ご了承ください。※ホール内での撮影・録音は禁止です。

大ホール（1階）

メインステージ

12:55（オープニングアクト）
新宿駅西口の名物チアが登場！

▶出張！全日本女子チア部☆
13:00～16:45
【MC】ギュウゾウ（電撃ネットワーク）
【アシスタント】寺嶋由芙

▶オープニング（吉住健一新宿区長）
新宿区スポーツ栄誉賞授与式も開催！

▶「新宿の魅力」トークショー
【出演】
杉山文野（すぎやま・ふみの）

1981年新宿区生まれ。新宿区在住。早稲田大卒。フェン
シング元女子日本代表。’06年に自身の性同一性障害と
診断を受けた経験や そ の青春を語った自叙伝『ダ ブル
ハッピネス』（講談社）を出版し、話題に。各地で講演会や
メディア出演を行なうマルチ活動家。

古賀淳也（こが・じゅんや）
1987年埼玉県生まれ。新宿区在住。早稲田大卒。'09年
世界水泳100ｍ背泳ぎ優勝。'16年リオ五輪4×100ｍ
フリーリレーに自由形で出場。48年ぶりの決勝進出に
貢献。'17年世界水泳50ｍ背泳ぎ準優勝。

【特別出演】吉住健一新宿区長
【司 会】大 森 徹 哉（新宿〜御苑〜四谷 タ ウン誌
『JG』発行人）

小ホール（3階）
新宿の歴史にふれる

スターバックス提供コーヒー

新宿歴史博物館所蔵の写真展示ほか
協力：渡辺克巳写真社団

※おひとり様1杯限り。なくなり次第終了。

▶新宿写真展

▶新宿～御苑～四谷タウン誌『JG』連載
『御苑人』、『ヴィヴィアン佐藤の迷所巡礼』、
『ヴィヴィアン佐藤の新宿ノスタルジー』展

▶漱石山房コーナー
▶地場産業などの展示

協力：新宿区染色協議会、新宿区印刷・製本関連
団体協議会、新宿浴場組合
13:30〜14:30

▶「夏目漱石と新宿」トークショー
【出演】鈴木靖（新宿区立漱石山房記念館館長）／
ヴィヴィアン佐藤（アーティスト）／柴田秀勝（俳優・
声優・『突風』オーナー・花園街商業協同組合会長）
15:00〜16:00

▶「新宿二丁目・新宿ゴールデン街」
トークショー
【出演】ヴィヴィアン佐藤（アーティスト）／柴田秀
勝（俳優・声優・『突風』オーナー・花園街商業協同
組合会長）／杉山文野（マルチ活動家）

ホワイエ（1階）

着つけの面白さや奥深さを表現

▶早稲田美容専門学校
『小倉・桔梗流着つけステージ』
新宿を盛り上げる人気アイドル9組が出演！

▶アイドルライブ

【出演】アップアップガールズ（プロレス）／おやすみホ
ログラム／さんみゅ～／全力少女R／寺嶋由芙／虹
のコンキスタドール／二丁目の魁カミングアウト／
B2takes！／フィロソフィーのダンス（五十音順）

▶エンディング

展示室（地下1階）
新宿区の伝統工芸

気軽に悩みを相談

▶NPO法人活動紹介
●婚活1分診断「結婚相談NPO」
●若者の就労支援活動の紹介
「しんじゅく若者サポートステーション」
●生きづらさを抱える学生の居場所づくり
「YouthLINK」
●人身取引被害者のための相談窓口を運営する
「ライトハウス」
●LGBTに関する普及啓発「ReBit」
●ジェンダー・セクシュアリティについて気軽に
聞いてみよう「早稲田大学GSセンター」

▶クイック労働相談・職業相談

▶新宿区染色協議会による“絞り染め”体験

簡易適職診断（参加者にはクッキーをプレゼント）
新宿労働基準監督署／ハローワーク新宿

早稲田美容専門学校生の技術を体験

▶占い

▶ビューティー体験

お試しネイル／ハンドリラクゼーション
新宿に4店舗！

▶H.I.S.のトラベルコーナー
VRで旅行体験(パリ、オーロラ)／豪華景品が当
たる！ ガラポン抽選会／トラベルグッズがもら
えるミニゲーム

ホワイエ（2階）
▶カフェコーナー

会議室・和室（4階）
ビジネスシーンお役立ち講座

▶ビジネスシーンで輝くための
ワンポイントアドバイス（事前募集）
【問い合わせ】消費生活就労支援課
電 03-5273-3925
1部13:40〜14:40
「モチベーションアップ講座」
2部14:45〜16:30
「印象アップのためのカラー講座」
四谷の人気教室「ねこまど将棋教室」が
出張レクチャー

▶将棋の作法＆対局会

13:30〜14:30 作法
14:30〜16:30 対局会

ロビー（1階）
新宿から地方の魅力を発信

▶地方自治体紹介

長野県伊那市（新宿区友好提携都市）／
千葉県市原市／栃木県塩谷町／
長野県白馬村／福島県／三重県
新宿区の役立つ情報が満載

▶区役所情報

「新宿の魅力」をひろめよう！

▶「新宿の魅力」特設ブース
ミニ相談会も実施！

▶2時間で分かる「マネー」講座
日本FP協会東京支部
1部13:30〜14:20
「これだけは知っておきたいマネーのこと」
【講師】ファイナンシャル・プランナー 伊藤魅和
2部14:30〜15:20
「『スマホ』楽々マネー術」
【講師】ファイナンシャル・プランナー 風呂内亜矢

雑誌『an・an』など伝説の占い師、
オフェリア・麗先生らが鑑定
抽選で豪華賞品が当たる！

▶アンケート回収＆抽選会ブース
【賞品協賛】クーラージャイアント／新宿中村屋
／関根油店／ティキタカアイスクリーム／成田
商事／ボンサルーテ カブキなど

最新スピーカー付きカラオケマイクを使用

▶あなたのスマホでカラオケ体験

『若者のつどい』とは……
20代30代を中心とした若者に、出会い、交流しなが
ら、「新宿の魅力」を知ってもらい、地域や行政、企業、
団体とのつながりを生むこと、地域参画への意識を高
めることを目的とした屋内フェスです。今回のテーマ

【場所】新宿区立新宿文化センター
新宿区新宿6-14-1
■JR・京王線・小田急線▶
新宿駅東口より徒歩15分
■西武新宿線▶西武新宿駅より徒歩15分
■地下鉄
都営大江戸線・東京メトロ副都心線▶
東新宿駅A3出口より徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線・副都心線▶新宿三丁目駅E1出口より徒歩7分、
B3出口
（伊勢丹前）
より徒歩11分
都営新宿線▶新宿三丁目駅C7出口より徒歩10分

「ひろげよう！ 新宿の魅力」には、ひとくくりにはでき

2017年12月9日（土） 13：00（大ホール開場12：30）～16:45

ない多様性のある新宿の魅力を、参加者や来場者の

【主催】新宿区 【公式メディア】新宿～御苑～四谷タウン誌『JG』
【問い合わせ】 電 03-3341-0801 FAX 03-3341-0740
（新宿区子ども家庭部男女共同参画課）

みなさんで共有・発信し、より多くの人に新宿の魅力
を知ってほしいという思いが込められています。

