
9月25日（月）～10月15日（日） 各店舗の営業時間中 
早稲田グランド商店会の参加店（西早稲田一丁目～三丁目）
最終日15日の抽選会は早稲田大学本部キャンパス8号館横商
店街参加店で東北被災地からの物産を販売。飲食店ではか
つお料理を提供。10月1日は生かつおの無料試食予定！
10月15日は利用者抽選会を開催！ 
ワセダグランド商店会　
滝吉　070（5583）5542

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 早稲田かつおフェスタ

10月1日（日）～10月31日（火） 各店舗の営業時間中 
区内全域の加盟店舗  
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、50円又は
100円の金券として利用できる。 
新宿区商店会連合会  （3344）3130 

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 大新宿商業まつり

①9月30日（土）・10月1日（日）10:00～16:30
②10月14日（土）・15日（日）
赤城10:00～17:00・北新宿10:00～16:30
③10月21日（土）・22日（日）10:00～17:00 
①戸山生涯学習館（戸山2-11-101）
②赤城生涯学習館（赤城元町1-3）、北新宿生涯学習館（北新
宿3-20-2）
③住吉町生涯学習館（住吉町13-3）
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 
新宿文化センター（公益財団法人　新宿未来創造財団）
 （3350）1141

【日時】

【会場】

【内容】
【主催】

☀ 生涯学習館まつり

10月3日（火）～9日（月祝）　10:00～18:00
（最終日は14時まで）
新宿文化センター（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絵
画作品展
公益財団法人新宿未来創造財団　
文化・学習課　（3350）1141

【日時】

【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 新宿区生涯学習フェスティバル「絵画展」

10月1日（日）～10月29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） 
日本と韓国・朝鮮の歴史や文化を知り、交流を深める。 
ＮＰＯ法人 高麗博物館　(5272)3510 

【日時】

【会場】
【内容】
【主催】

☀ 高麗博物館企画展示

10月1日（日）　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） 
9月16日(土)～11月12日(日)の会期中、10月1日のみ入館無料
公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団
ハローダイヤル (5777)8600

【日時】
【会場】

【内容】
【主催】

☀ お客様感謝デー
　　「生誕１２０年　東郷青児展～抒情と美のひみつ～」

10月9日（月・祝）　9:30～15:30 
新宿コズミックスポーツセンター（大久保3-1-2）ほか 
バドミントンやアーチェリー、水泳といったオリンピック競技、
ボッチャやゴールボールなどのパラリンピック競技、楽しいレ
クリエーション体験など様々なイベントアトラクションが大集
合！いろいろなスポーツ・レクリエーションにチャレンジして
みよう！
くわしくは、チラシ・財団ホームページをご覧ください。 
公益財団法人新宿未来創造財団　
スポーツ課 （3232）7701

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 新宿スポレク2017
　　～スポーツとレクリエーションの祭典～ 

10月1日(日)　10:00～16:00 
北柏木公園（北新宿４丁目-12）
卵・お菓子の無料配布（500名）、金魚すくい、太鼓、大江戸
ダンス、大人気の抽選会など 
北新宿四丁目商友会　(3368)5721

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ サマーフェスティバル

10月8日(日) 10:30～16:30
高田馬場駅前広場、早稲田通り（東京三協信用金庫本店前～馬
場口交差点）、ＢＩＧ ＢＯＸ1階コンコース（高田馬場1-17-18） 
駅前広場で模擬店、大道芸、早稲田大学応援部や戸二小金管
バンド。早稲田通りでトーマスＳＬが走行。ＢＩＧＢＯＸ1階コンコ
ースで恐竜操縦ステーション。 
高田馬場銀座商店街振興組合 　（3200）8750

【日時】
【会場】

【内容】

【主催】

☀ 高田馬場まつり

10月9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。 
高田馬場流鏑馬保存会 
（3359）2131

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 高田馬場流鏑馬の公開

10月8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）、
バザー
戸山三丁目南町会　（3203）4808

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 戸山三丁目南町会「コミュニティの集い」

10月9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 
大久保通りを歩行者天国にしたパレード、模擬店販売 
新大久保商店街振興組合　
内藤　（3205）0414

【日時】
【会場】
【内容】
【主催】
【問合せ】

☀ 第36回大久保まつり

10月14日（土）～11月3日（金・祝）　10:00～19:00 
神楽坂エリア全域  
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。
神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会　（6426）1728

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 神楽坂まち飛びフェスタ２０１７

10月9日（月・祝）　10:00～14:00
早稲田中・高等学校前庭（馬場下町62）
ミニＳＬ運行、フリーマーケット、模擬店 
早稲田駅前商店会　（3202）6722

【日時】
【会場】
【内容】
【主催】

☀ ミニＳＬ青空市

10月12日(木) 8：00～14：00
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、植木・生花・季節の果物を販売。 
新宿成子商店街振興組合　（3371）1560

【日時】
【会場】
【内容】
【主催】

☀ 秋のナルコ植木市

10月15日(日) 10:00～17:00 
神楽坂大通り及び高齢者福祉施設神楽坂(本部)  
猫の仮装をしていれば、だれでも参加可能な猫版ハロウィン
まつり。２大イベント「化け猫パレード」・猫版阿波踊り「あにゃ
踊り」など盛りだくさん
化け猫フェスティバル事務局　(6304)1600

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 神楽坂化け猫フェスティバル

10月19日（木）～20日（金）　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「昭和10年代の雑誌」（境内での資料展示・観覧
無料）
鬼王神社 えびすまつり実行委員会　（3200）2904

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 鬼王神社えびすべったら祭

10月22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。豪華賞品が盛りだくさん。3才～小
学生まで楽しめるハロウィンイベント等も開催。詳しくはイン
ターネットで「わせだ　びんごたいかい」で検索。 
ワセダグランド商店会

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 第1９回　ファミリービンゴゲーム大会

10月9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 
北新宿1丁目交差点から大久保2丁目交差点まで 
車道開放によるパレード、子供向け戦隊ショー等 
新宿百人町明るい会商店街振興組合　 （3371）8897

【日時】
【会場】

【内容】
【主催】

☀ 百人町まつり

10月18日（水）～22日（日）　
10:00～18:00（最終日は15時まで） 
新宿文化センター（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書
道作品展 
公益財団法人新宿未来創造財団　
文化・学習課　（3350）1141

【日時】

【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 新宿区生涯学習フェスティバル「書の展」

10月28日（土）～11月5日（日）　９：００～２２：００ 
新宿文化センター（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 
公益財団法人新宿未来創造財団　
文化・学習課　（3350）1141

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 新宿区生涯学習フェスティバル「写真展」

10月29日（日） 10:00～15:00
新宿文化センター（新宿6-14-1） 
お茶会 
公益財団法人新宿未来創造財団
文化・学習課　（3350）1141

【日時】
【会場】
【内容】
【主催】
【問合せ】

☀ 新宿区生涯学習フェスティバル「茶の湯の会」

10月7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 
とやま33わくわくまつり実行委員会 　（3209）4133

【日時】
【会場】
【内容】
【主催】

☀ とやま３３わくわくまつり

10月7日（土）　11:00～20:00
10月8日（日）　10:00～18:00
鶴巻南公園（早稲田町78） 
地元の飲食店をはじめ、クラフトビールやおいしいおつまみが
自慢のお店が大集合！ 
早大通り商栄会 　050（3736）6674

【日時】

【会場】
【内容】

【主催】

☀ 第２回　新宿・早稲田　オクトーバーフェスト

10月7日（土）　15:00～20:00
10月8日（日）　11:00～17:00
左門公園（左門町５）、信濃町第五・七駐車場（信濃町２２） 
パレード(8日13:00～13:30)　外苑東通りで実施。産直販売、
大道芸、スポーツイベント、サンバ、阿波踊り、模擬店 
四谷地区商店会連合会　
小倉　（3353）9000

【日時】

【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 四谷大好き祭り2017

 ＊開催日時等は、変更になる場合があります。

☀協賛イベント
期間中、新宿区内各地で開催される
楽しいイベントの数々をご紹介します

10月1日（日)　12:00～19:00 
神楽坂商店街（6丁目）  
旬の味覚が当たる抽選会や各店舗による販売コーナーなど楽
しみいっぱいのイベント 
神楽坂商店街振興組合　(3260）4353

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 秋の青空フェスタ

【日時】

【会場】
【内容】

【主催】

9月24日（日）～11月19日（日） 
9:30～17:30(入館は17:00まで)
新宿歴史博物館（三栄町22） 
学生時代に出会い、強い友情で結ばれ、文学的な影響を与え合
った夏目漱石と正岡子規。松山や東京での二人の生活や活動
に焦点を当て、原稿、書簡等を通じて紹介。 
公益財団法人新宿未来創造財団 新宿歴史博物館 
（3359）2131 

☀  新宿歴史博物館　
　　漱石山房記念館開館記念特別展
　　「漱石と子規-松山・東京　友情の足跡－」

10月1日(日)　10:00～16:00 
薬王寺町61番前～74番地までの外苑東通り
（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
薬王寺商交会　(5369）3413

【日時】
【会場】

【内容】
【主催】

☀ 薬王寺商交まつり

10月1日(日)　12:00～18:00
歌舞伎町シネシティ広場（歌舞伎町1-19）
バトンステージ、盆踊りなど（シネシティ広場）
歌舞伎町商店街振興組合 （3209）9291

【日時】
【会場】
【内容】
【主催】

☀ 第36回歌舞伎町まつり

10月7日(土)　13:00～16:30 
花園通り[大宗寺通り入口～花園小学校前]（新宿1-36～30) 
参加店の謝恩セール、カラオケ大会、ゲーム、模擬店、商店街有
志によるバンドや踊り、消防・警察による防災・防犯の展示など 
花園町親交会　(3352)5555

【日時】
【会場】
【内容】

【主催】

☀ 第38回はなぞのまつり

10月15日（日）～18日（水）　
8:00～21:00（15日は12時から、18日は17時まで）
新宿駅西口広場イベントコーナー（西新宿１丁目） 
新宿区及び新宿区友好都市（ギリシャ・レフカダ市、中国北京市
東城区、長野県伊那市）の児童・生徒の絵画・書道作品を集め、
友好都市作品展示会を実施する。
公益財団法人新宿未来創造財団
地域交流課　（3232）5121

【日時】

【会場】
【内容】

【主催】
【問合せ】

☀ 新宿区友好都市作品交流展


