
jjjjjjj

j
j
j
j
j
j
j
j

j

j

j

j

j

j

j

j

jjjjjjj

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjj j

jjjjjj 主な内容（予定）
・ショートテニス
・ソフトバレーボール
・ドッジボール
・ストラックアウト
・大縄跳び
・かけっこかるた大会
・フットサル
・ポートボール
・料理教室
・身体測定

問合せ:学習・スポーツ課
☎3232-5121 3209-1833

講座名／団体
①日時・回数　②定員・対象　③会場　④参加料　
⑤申込み方法　⑥申込み締切日

申込み: 往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合
は 3209-1833へ、記載例（8面）のとおり記入し、
子ども・地域課へ
問合せ: 子ども・地域課　☎3232-5122 ※新宿区からの節電要請により会場の営業時間が変更になる場合は日程を変更することがあります。詳細は子ども・地域課へお問い合わせください

※夜間の時間帯をご希望の団体には、平日、個別にご説明します

日時: 開催中～平成24年3月3日の土曜日
（月3回程度）　9時～10時30分　全30回
会場: コズミックセンターほか
対象: 体重が気になる、もしくは運動が苦手な小
学生　数名
参加料: 年間6,000円
申込み: 随時募集。往復はがきに記載例（8面）の
ほか、学校名・学年、身長・体重を記入し、子
ども・地域課へ。FAXは受信可能な方のみ
3209-1833で受付可。先着順に受け付け、随時
ご連絡します
問合せ: 子ども・地域課　☎3232-5122

　いけばなと茶道をそれぞれ毎月1回ずつ学び、花を
美しくいける技術、茶の湯での立ち居振舞いや作法な
どを体験するほか、秋の新宿区生涯学習フェスティバ
ルにも参加します。

日時: 7月2日（土）～平成24年3月3日（土）の月2回　
全17回　原則10時～12時　※3月3日は9時～12時
会場: 戸山生涯学習館（戸山2-11-101）ほか
講師: 新宿区花道茶道協会
対象: 小学3年生～中学3年生　25名
参加料: 全8,200円
連携協力: 新宿区花道茶道協会
申込み: 往復はがき、インターネットまたはFAX（受信可能
なFAXがある場合 3209-1833）のいずれかで、記載例（8
面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

小3～中3対象の「和」の文化体験

子どもいけばな茶の湯教室

申込み: 各講座とも申込み締切日必着。申込み方法参
照。記載例（8面）のほか、希望講座名を記入
し、学習・スポーツ課へ

新宿津軽三味線教室　☎3341-2849　宍戸
1回45分/\4000予約制（月～土9～21時）
曙橋・若松河田駅より徒歩7分　初心者歓迎
楽器レンタル・学割有
内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
確かなテクニックと豊かな音楽性を♪
幼児～大人　初心者歓迎　ソルフェージュ
無料体験有！　落合南長崎・中井駅7分
♪子どものピアノ教室♪　牛込柳町2分

お子様に合ったテキストで基礎から丁寧に
指導いたします。月\7000～℡3358-1162　平野
米国人教師による英語の歌のレッスン！

シミズクリエイティブスタジオ（高田馬場徒
歩５分）毎水６時１回1000円0333607168まで

外国語・外国文化
NHK講師アメリカ人他の英会話50～70代中心
高校大学受験、TOEIC、英検クラス;小学5年～
\1575～/1回新宿と池袋03（3984）1180WING

ホストファミリー募集
日本語を勉強するフランス人研修生をホーム
ステイさせて下さい。7～9月各月単位、謝礼
6万5千円/4週（朝夕食込）、語学力不要。
原宿駅　エスパス・ラング東京☎3486-0120
洋書絵本で英語♪　＠荒木町　0才～大人

洋書絵本を暗唱、歌いながら楽しく使える
英語を身につけましょう！月\3000/3回～
09035495375　田部井　曜日応相談

英会話サロン・アオキ
英会話コース／英検コース
TOEICコース／高校・大学受験コース
ホームページは英会話サロンアオキで検索を
下落合・高田馬場駅３分　TEL3365-1265
ベテランの外国人講師が楽しく教えます。

英語・仏語・西語・伊語・独語・中・韓国語　他
幼児から上級迄　マンツーマン3150円～
グループ可　曙橋駅Ａ４より徒歩１分LIG
0333554471http://home.att.ne.jp/air/lig/

－快楽中国語教室生徒募集　入門～上級－
中国人講師　3人制月4回で6千円マンツー
マンで2500円から　四ツ谷駅2分☎5368-2138

スポーツ・健康
やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
初級クラスよりていねいに指導します。
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka
子供連れOK！　タヒチアンダンスサークル
新メンバー募集! @西新宿/中野 体験\500
090-4848-6807 tiare@aol.jp 経験不問♪
カラオケ・高齢歓迎・新宿区役所近く

団体コース・少人数コース・それぞれ2回ずつ
生き生き会他　3373-7260

その他
パソコンを活用する会　メンバー募集

場所：戸塚地域センター
月会費 3,000円　　03-3366-4494

演劇・朗読　新しい発見
親切な個人指導で楽しく上達　月2回2千円
新宿　年齢経験不問
鈴木督代　☎3368-3315

個別指導　WAKO塾　生徒募集
小学生　中学生　高校生 　受験　補習　
新学習指導要領に対応　　内申点アップ
高田馬場3-34-16　　無料体験有　
☎3363 -3915 wakoj@sousekei.com
http://www.ac.auone-net.jp/̃wakojuku/
健康マージャン同好会　男・女　会員募集

お金を賭けないで仲良く楽しみましょう。
土・日・祝日　13時～21時　全自動卓
参加料１日千円（ゲーム代含む）入会金なし
JR新宿西口歩4分　090-6546-9286　佐藤
モチベーションアップ講座で人生を楽しく！
シミズクリエイティブスタジオ（高田馬場徒
歩５分）毎水６時１回1000円0333607168まで

対象: 区内で活動している生涯学習
の自主グループ
内容: 初心者を対象にした講座やイ
ベントの企画と運営
助成対象となる事業期間: 
平成23年10月1日（土）～平成24
年3月31日（土）　
講座は期間内20回まで、イベントは
期間内2回まで

応募方法: 6月30日（木）必着。所定
の申請様式に記入のうえ、学習・ス
ポーツ課へ直接お持ちください
今後の予定: 「Oh! レガス新宿ニュー
ス」9月5日号で、平成24年1月1日
～3月31日実施分の企画を募集しま
す。応募のための相談は随時受け付け
ますので、学習・スポーツ課
までお問い合わせください

日時（①と②は同内容です）: 
6月17日（金）　①13時30分～　②19時～
会場:コズミックセンター　3階大会議室

　応募される団体を対象に、説明会を実施します。希望団体は、前
日までに学習・スポーツ課へ電話またはFAXでお申込みください。事

前
説
明
会

初めて吹くクロマチック・ハーモニカ講座
 クロマチック新宿

　どんな曲でも1本のハーモニカで楽しく演奏ができます! 
ハーモニカを通してあなたの友だちの輪を広げましょう。
①7月6日～11月23日の水曜日　13時～15時　全10
回　②20名　③戸塚地域センター　④全10,000円（ほ
か教材費全8,900円を集金）　⑤往復はがき、FAX、財団
ホームページ　⑥6月30日（木）

囲碁教室
盤友囲碁クラブ

　みんなで囲碁を楽しんで、頭を鍛えよう! 仲間を作ろう! 
初めての方も上級の方も歓迎! 
①7月5日～9月6日の毎週火曜日　13時～15時　全10
回　②30名（5歳以上）　③赤城生涯学習館　④全5,000
円　⑤往復はがき、FAX、財団ホームページ　⑥6月30日
（木）

　教養講座をはじめ趣味、生活、スポーツ、家庭教育や子育て、
国際交流など、区民を対象として実施する優れた講座・イベントに対
し助成します。詳細は財団窓口および生涯学習館、地域センター
などにある募集要項をご覧ください。

追加募集

わくわくを見つけに行こう。

　学校や学年を超えたメンバーといろいろな
クラブに挑戦してみよう。

こども、茶の湯　いけ花教室
茶の湯いけ花教室

　日本の伝統文化である茶の湯、いけ花を楽しみながら学
んで、「和の心」に触れてみませんか?
①7月17日～平成24年2月19日の原則第3日曜日　10時
～と14時～　全10回　②37名（小中学生）　③落合第二地
域センター　④1回500円　⑤往復はがき、FAX、財団ホー
ムページ　⑥6月30日（木）

ブラジル生まれのカポエイラ体験ワークショップ
NPO法人カポエイラ・テンポ

　ダンスと格闘技が混ざったブラジル生まれの「カポエイラ」
を本場の先生と日本人のアシスタントたちが教えます! 
①7月16日（土）　13時～14時、15時～16時　全2回
②各クラス40名（6歳～50歳）　③コズミックセンター　
④1回1,000円（子ども・学生は無料）　⑤往復はがき、
FAX、財団ホームページ　⑥7月15日（金）

この夏、新しいことを始めたり、体験したりしてみませんか?

夏からの講座・イベント　参加者募集
この秋、区民の方を対象に講座やイベントの企画を実施して
みませんか? レガス新宿が事業を支援します！

第3回事業実施団体募集

区民プロデュース事業

レガスキッズ あつまれ!
種目 期間 回数 曜日 時間 会場 対象 定員 費用 締切 備考

1 図　工
開催中

12月 20日  
20 火

16:30

18:00

四谷ひろば内
CCAA

アートプラザ

小学 1年生

6年生
30名 4,000 円 要問合せ

別途材料費
（1作品

500～ 700円）

2 水　泳
7月 1日

平成 24年 3月 9日
26 金

16:30

18:00

コズミック
センター

3年生

6年生
30名 5,200 円

6月20日
（月）

̶̶̶

3 チアリー
ディング

7月 4日

平成 24年 2月 6日

20
（予定） 月

17:00

18:30

2 年生

6年生
30名 4,000 円

2年生は
経験者のみ

4 ショート
テニス

7月 5日

平成 24年 1月 31日  
20 火

16:30

18:00

2 年生

6年生
20名 4,000 円

さあ! 放課後クラブ始めよう!! 第2弾

追加募土曜スキップ
「体重が気になる子」
「運動が苦手な子」集まれ!

　体重がちょっと気になる児童、運
動が苦手な児童のための年間ス
ポーツプログラムです。多彩な内容
で、体が自然と動き出します。違う
学校・年齢の友だちと一緒に汗を流
してみよう! 
　専属栄養士による食生活アドバ
イスや親子料理教室も開催します。
のびのびクラブで少しずつ、運動嫌
いの克服、がんばってみませんか?
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