
大新宿区まつり　協賛イベント一覧 参考資料５-２　別紙

イベント名 開催日 時間 会場 会場住所 イベント内容

1
新宿歴史博物館　特別展
新宿区ー伊那市友好提携１０周年記念
「信州高遠藩　歴史と文化」

9月18日（土）～11月20日（日）
9:30～17:30
(入館は17:00ま

で)
新宿歴史博物館 三栄町22

平成28年は新宿区と高遠町
(平成18年に伊那市に合併)が
友好提携を宣言して満30周
年の節目の年である。信州高
遠藩の歴史と文化を通じて、
新宿と伊那・高遠との深い繋
がりを、貴重な資料の数々か
ら紹介する。

2 大新宿商業まつり 10月1日（土）～10月31日（月）
各店舗の営業時

間中
加盟店舗

期間中、加盟店舗で５００円以
上の買い物ごとに１枚の抽選
券を配布し、その場で開けて
確認し当たりが出れば、１００
円の金券として利用できる。
(賞品総額1000万円)
配布は1日～15日まで。利用
期間は1日～31日。総売り上
げ4億円を予定

3 第37回はなぞのまつり 10月1日(土) 13:00～16:30
花園通り
（花園通入口～
花園小学校前）

新宿１－３６～１－３０

ゲーム広場、千葉県睦沢町の
産直野菜の販売、模擬店(風
船、焼きそば、焼イカ、綿あめ
等)、カラオケ大会、ミニ大工
工房組立コーナー、四谷署防
犯相談コーナー、四谷消防署
防災コーナー、参加店の感謝
セール等

4
（調整中）
カリエール展

10月1日(土)
10:00～18:00

（入館は17:30まで）

東郷青児記念損保
ジャパン日本興亜
美術館

西新宿１－２６－１　損
保ジャパン本社ビル４２
階

（調整中）
セピア色の画面に浮かびあが
る人物や母子像で知られる、
19世紀フランス象徴派を代表
する画家、ウジェーヌ・カリ
エール(1849年生～1906年
没)の展覧会。１０月１日（土）
は無料開館する（お客様感謝
デー）。

5 生涯学習館まつり
①10月1日（土）・2日（日）
②10月15日（土）・16日（日）
③10月29日（土）・30日（日）

①10:00～16:30
②赤城
10:00～17:00・
　北新宿
10:00～16:30
③10:00～16:00

①戸山生涯学習館
②赤木生涯学習館、
北新宿生涯学習館
③住吉町生涯学習館

①戸山2-11-101
②赤城元町1-3、北新
宿3-20-2
③住吉町3-20-2

生涯学習館で活動しているグ
ループによる舞台発表や作品
展示等

6 第35回歌舞伎町まつり 10月2日(日) 15:00～20:30
歌舞伎町
シネシティ広場 歌舞伎町１－２０

東京六大学応援団連盟応援
合戦及びパレード、バトンス
テージ、盆踊り大会など（シネ
シティ広場）

7 薬王寺商交まつり 10月2日(日) 10:00～16:00
外苑東通り
薬王寺商店街内

市谷薬王寺町６１
焼きそば500食配布、大ビン
ゴ大会、若手お笑い芸人
ショー

8 平成28年”ちびっこまつり” 10月2日(日) 10:00～14:30
マイロード大町中央
　大町通り

北新宿４丁目

卵・お菓子の無料配布（500
名）、模擬店、金魚すくい、射
的、焼き鳥、たこ焼き、おで
ん、抽選会、ちびっこ和太鼓、
阿波踊り（高円寺志留波阿
連）、淀橋市場による「模擬競
り」、マジックショーなど

9 青空フェスタ 10月2日(日) 12:30～18:00
六丁目商店街
神楽坂通り

神楽坂６丁目 ワゴンセール、抽選会

10 早稲田かつおフェスタ 10月3日（月）～10月23日（日）
各店舗の
営業時間中

西早稲田１－６－１

期間中、商店街参加店で気
仙沼戻りがつおと早稲田みょ
うがの料理が味わえ、利用者
にホテル無料宿泊券や生か
つおなどが当たる抽選券を配
布。

11
新宿区生涯学習フェスティバル
「絵画展」

10月4日（火）～9日（日）
10:00～18:00

（最終日は14時ま
で）

新宿文化センター
展示室

新宿６－１４－１
区内で生涯学習活動を行っ
ている個人や団体の出展によ
る絵画作品展

12 高麗博物館企画展示
10月5日（水）～10月30日（日）
の水曜～日曜

12:00～１７:00 高麗博物館
大久保1-12-1　第２韓
国広場ビル７階

広島・長崎に投下された原子
爆弾の被害を受けた朝鮮人
に関する展示。

13 とやま３３わくわくまつり 10月8日(土) 10:00～16:00
戸山ハイツ33号棟
西側多目的広場

戸山2-33 フリーマーケット
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14 （仮）鶴巻町フェスティバル 10月8日(土) 12:00～17:00 早稲田南公園 （仮）ビールフェス

15 四谷大好き祭り2016 10月8日（土）～9日（日）

10月8日（土）
15:00～20:00
10月9日（日）
11:00～17:00

三栄公園と
その周辺地域

三栄町２４

三栄公園ステージでの演奏
やパフォーマンス他。商店会
の模擬店、産地直送販売、大
道芸、踊り、フリーマーケット

16 第8回高田馬場まつり 10月9日(日) 10:30～16:00

高田馬場駅前広場及
び
早稲田通り高田馬場
駅前～馬場口交差点

広場で縁日、模擬店出店。早
稲田通りでトーマスＳＬが走
行。大道芸、早稲田大学応援
部や戸二小金管バンド、ハ
ロートレインバンド等を開催

17
戸山三丁目南町会
「町内コミュニティの集い」

10月9日(日) 12:00～15:00
町内中央広場
（都立戸山公園）

戸山3-6
和太鼓、獅子舞、模擬店（焼
そば、おでん、フランクフルト、
餅、チヂミ）、バザー

18 第35回大久保まつり 10月10日（月・祝） 11:00～16:00

大久保通り
（新大久保駅ガード
～明治通り）
及びその周辺

パレード、模擬店販売、音楽
フェスティバル

19 高田馬場流鏑馬の公開 10月10日（月・祝） 14:00～15:30
都立戸山公園
（箱根山地区）

戸山３丁目

八代将軍徳川吉宗が疱瘡を
病んだ世継の平癒祈願のた
めに行ったことが起源とされて
いる伝統行事。疾走する馬上
から設置された的に向かって
矢を放つ。新宿区指定無形
民俗文化財に指定されている
神事の一般公開。

20
新宿スポレク2016
～スポーツとレクリエーションの祭典～

10月10日（月・祝） 9:30～15:30
新宿コズミック
スポーツセンターほか

大久保３－１－２ほか

毎年体育の日に開催する子
どもから大人まで気軽にス
ポーツやレクリエーションに参
加できるイベント。

21 百人町まつり 10月10日（月・祝） 12:00～15:00
大久保通り（小滝橋通り
～明治通り）
及び淀橋教会前広場

車道開放によるパレード、子
供向け戦隊ショー等

22 ミニＳＬ青空市 10月1０日（月・祝） 10:00～14:30
早稲田中・高等学校
前庭

馬場下町3
ミニＳＬ運行、フリーマーケッ
ト、もちつき、焼そば、フランク
フルト、綿あめ

23 秋のナルコ植木市 10月13日(木) 10：00～14：00
新宿アイランド
ウイング広場

西新宿6-3-1

植木市を設営し、来場者に市
価30～50％OFFで花鉢・季節
の果物を販売。お買い上げ
1000円ごとにガラポン抽選会
を行う。１等～４等(計３３４本)
までの景品をご用意。

24 神楽坂まち飛びフェスタ２０１６ 10月15日（土）～11月3日（木・祝） 10:00～19:00 神楽坂エリア全域

神楽坂秋の恒例手づくり市民
文化祭。21日間の会期中、坂
と路地の空間を舞台に、芸者
さんとのお座敷入門、邦楽、
落語などの伝統芸能から、音
楽ライブやダンス、アートまで
約70のイベントを開催。11月3
日の路上イベント「坂にお絵
描き」では、神楽坂坂上から
坂下まで、700mのロール紙を
敷き、道行く人に絵を描き、楽
しんでもらう。

25 鬼王神社えびすべったら祭 10月19日（水）～20日（木） 12:00～21:00 稲荷鬼王神社境内 歌舞伎町２－１７－５

縁起物の漬物「べったら」販
売（各日なくなり次第終了）、
昭和の時代展「戦前の昭和」
（境内での資料展示・観覧無
料）

26
新宿区生涯学習フェスティバル
「書の展」

10月19日（水）～23日（日）
10:00～18:00

（最終日は15時ま
で）

新宿文化センター
展示室

新宿６－１４－１
区内で生涯学習活動を行っ
ている個人や団体の出展によ
る書道作品展

27
新宿区生涯学習フェスティバル
「写真展」

10月29日（土）～11月6日（日） 9時～22時
新宿文化センター
エントランスロビー

新宿６－１４－１
区内で生涯学習活動を行っ
ている個人や団体の出展によ
る写真作品展

28 第1８回　ファミリービンゴゲーム大会 10月30日(日) 10:０0～15:00
早稲田大学
２９号館前

西早稲田１－３－１０

ビンゴゲーム大会を開催。ビ
ンゴカード(一人1枚・100円)の
販売(当日10時より)は先着
順。


