
レガス
ポ！ 人気講座

の
ご案内

問合せ:学習・スポーツ課
☎3232-5121 3209-1833

区　分 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ バタフライ 個人メドレー リレー
フリー メドレー

男子
27種目

一般 50m 100m 50m

100m

50m 50m

100m 200m 200m

30歳以上 50m 50m 50m 50m
40歳以上 25m 50m 50m 25m 25m
50歳以上 25m

50m
50m

25m 25m60歳以上 25m 25m
70歳以上 25m 25m

女子
25種目

一般 50m 50m 50m 50m

100m 100m 100m

30歳以上 50m 50m 50m 25m
40歳以上 25m 50m 25m 25m 25m
50歳以上 25m

50m
25m

25m 25m60歳以上 25m 25m
70歳以上 25m 25m

中学生男女
25m
50m

100m
200m

25m
50m

100m
50m

100m 50m 100m 200m 200m

日時: 8月24日〜10月26日の毎週
水曜日　20時15分〜21時15分
講師: あかり（月曜通年レガスポ担
当講師）

会場: ①②ともコズミックセンター
2階多目的室
定員: ともに30名（区内在住・在
勤の方優先、多数抽選）　※最少
催行20名
料金: ともに全10回4,000円

（欠席時の返金なし）
申込み: 8月8日（月）必着。往復
はがきに記載例（8面）のとおり記入
し、学習・スポーツ課へ　
※区内在勤の場合は勤務先の名称・
所在地も明記

問合せ：観光課　☎3359-3729

日にち: 7月20日（水）・21日（木）
受付時間: 17時30分〜19時30分受け付け後、随時出発　※小雨決行
集合・申込み: 当日、神楽坂善国寺毘沙門天境内（神楽坂5-36）コンシェルジェ受付
に直接お越しください　
コース: 神楽坂の横丁や路地を中心に、粋なまち神楽坂を散策します（所要時間30
分〜45分）　
対象: どなたでも
その他: 服装は自由です。着物のレンタ
ルは行っておりません。また、荷物のお
預かりも行っておりませんので、あらかじ
めご了承ください
問合せ: NPO法人粋なまちづくり倶楽部
☎3260-6260

（新宿まち歩きガイド運営協議会　事務局
☎3359-3729）

日時: 8月25日〜10月27日
の毎週木曜日　
20時30分〜21時30分
講師: 山本行宏（火・木曜通
年レガスポ担当講師）

参加者
募集！

日にち: 8月28日（日） 
会場: 新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）
対象: 【一般の部】区内在住・在勤・在学の方で、平
成23年4月1日現在15歳以上の方または区水泳連
盟登録者　

【中学の部】区内在住・在学の中学生　※区内中学校
は原則学校単位で申し込み
種目: 1名2種目まで（リレーを除く）。リレーのみの
エントリーは不可、若年クラスへの参加可、中学生
は男女別でリレーは学校単位のみ

参加料: 1種目200円（中学生は無料）
主管: 新宿区水泳連盟
申 込 み: 8月7日（ 日 ）必 着。
募集要項に綴じ込みの申込み
用紙（財団ホームページから
ダウンロード可）に必要事項をご記入のうえ、参加
料と一緒に直接コズミックセンター窓口（9時〜19
時）へ　※7月11日（月）は休館日のため、9時〜17
時受け付け　※区外中学生は申し込み時に学生証を
提示してください

シルバーアクセサリー　サロンドフルール
純銀の指輪やペンダントを自分で作れるよろこび、
銀粘土はそれを可能にしました。とってもた
のしいおけいこ、あなたもはじめませんか。
月2回\3000材料銀10g\1900場所高田馬場
2丁目 ☎03-3200-9048 電話でお申込下さい。
若葉の会いけ花　茶の湯　3565-2378村田

花月2回費2000円　茶月1回1500円花材雑別
 （場）若松センター土又は日　13時〜

外国語・外国文化
新宿・早稲田　英検・TOEIC専門塾

英検5級〜準1級/TOEIC 500〜800
高校・大学受験英語/日常英会話
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

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
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
中高年の初級英会話　月謝月3回4000円

全く初めての方でも安心してお出でください。
土曜日10時30分〜12時　四谷地域センター
集会室４　　岩崎　☎3226-3477
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
0333554471 http://home.att.ne.jp/air/lig/

英検英語　一貫校小中校生1-3名　設立1991
基本〜小卒時準２レベル　聴－反復－読－書
\8000〜/月8（小）〜 ICCE目白3954-8721
女性雑務アルバイトスタッフ同時募集
−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
フラダンス　四谷地域センターにて

月2回　どなたでも・高齢の方歓迎
さわやか会　3350-1416
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

その他
賭けない！健康麻雀同好会　男女・会員募集

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新宿駅西口歩４分　090-6546-9286　佐藤

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/
健康麻雀・雀の会☎3368-2047山本

毎週木曜AM9 〜12時西戸山生涯学習館3Ｆ
月1000円　中高年・初心者・女性・歓迎

※詳細は、コズミックセンター、新宿スポーツセンターで配布の募集要項をご覧ください

①ヨーガ・リラックス
　ヨーガの正しいポーズと呼吸法を覚
え、凝り固まった腰や肩まわりなど、
緊張した全身の筋肉と心をほぐしリ
ラックス。翌朝は爽やかな目覚めを!

②ゆったりピラティス
　ピラティスは、負傷兵のリハビリの
ために開発されたドイツ生まれのエク
ササイズで、身体の内側の筋肉を使
い、骨格を調整・安定させます。ボ
ディバランスを整え、体を本来の状
態へ戻しましょう。

　熱戦の末、新宿区は男子総合7位入賞と大健
闘! 各競技の結果は下記のとおりです。

レガスポ! 通年夜間講座は、6月から再開し、朝・昼プログラムを含む全38講座を実施中です。みなさまのご参加を心からお待ちしております。お知らせ

日時: 7月26日（火）
集合: 井の頭公園野外ステージ前（JR中央線
吉祥寺駅下車）
解散: 石神井公園（西武池袋線石神井公園駅）
主催: NPO法人新宿区ウオーキング協会

②NPO法人新宿区ウオーキング協会例会
　井の頭公園より湧水ウォーク　約10km

一日の終わりに心と体をリラックス!

お勤め帰りの方にもピッタリです

日時: 7月23日（土）
集合: 竹芝ふ頭公園

（JR浜松町駅、都営地下鉄大江戸線・浅草線
大門駅）
解散: お台場海浜公園（ゆりかもめ台場駅）
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会

集合: 受付8時40分〜9時　
解散は正午（予定）
料金: 400円
その他: 当日は手が自由になるように運動し
やすい服装（スカート禁止）・運動靴でご参
加ください　※飲み物・帽子・雨具などは
各自で用意
申込み: 当日現地に直接集合　※雨天決行
問合せ: 
①学習・スポーツ課　☎3232-5121
②NPO法人新宿区ウオーキング協会
　☎090-3217-4109

①レガス健康ウォーキング
　ファミリーウォーク　レインボーブリッジを
　渡ってお台場へ　約8km

【優　勝】バレーボール女子
【準優勝】水泳女子、バレーボール男子、
　　　　 クレー射撃

【第 3 位 】馬術、ハンドボール男子
【入　賞】水泳男子、スキー女子、アーチェリー男
　　　　　子、ハンドボール女子、サッカー男子、
　　　　　フェンシング男 子、ダンススポーツ

　経験豊富な地域団体のガイドさんとともに、新宿の隠れた魅力を探
しに出かけませんか? まち歩きは、コース、日程、時間を自由に組み
立てられるオーダーメイドまち歩きです。ご希望を観光課までお知らせ
ください。

第16回新宿区小学生水泳記録会
日時: 9月11日（日）　【1〜3年生の部】10時〜12
時  【4〜6年生の部】13時30分〜15時30分
会場: 新宿スポーツセンター　プール（大久保3-5-1）
種目: 背泳ぎ・自由形・バタフライ・平泳ぎ（1〜2
年生は25m、3年生以上は25m・50m）、個人メ
ドレー（4年生以上100m）、フリーリレー（全学年
100m）　※出場できるのは1人2種目まで（フリー
リレーを除く）
対象: 区内在住・在学の小学生で、出場種目を完泳
できる児童　200名
参加料: 1名300円（傷害保険料含む）　
※当日、プール受付でお支払いください

申込み: 7月30日（土）必着（先着順）。申込書に必
要事項を記入・押印のうえ、スポーツセンターまた
はコズミックセンターに設置の受付箱に投函するか、
申込書をはがきに貼って、新宿区水泳連盟（〒169-
8799新宿北郵便局留）宛に郵送
募集要項:スポーツセンター、コズミックセンターの
ほか、区内小学校でも希望者に配布。ホームページ

（http://www.shinjyukuswim.com）からダウン
ロード可
主催・問合せ: 新宿区水泳連盟　
☎090-8568-1027（日曜日を除く17時〜19時）

※ツアー実施希望日の10日前までにお申し
込みください。参加の際は、資料代など
の実費がかかります（料金などの詳細につ
きましては、お問い合わせください）

（東京都学童水泳大会）

区民水泳大会（一般・中学生）　参加者・チーム募集!

レガスでスポーツ!
一歩一歩、健康づくり♪

第64回都民体育大会結果報告

新宿まち歩きガイド新宿まち歩きガイド
ゆかたでコンシェルジェ

神楽坂まち歩きガイドツアー
　神楽坂界

かいわい

隈で開催される神楽坂まつり。浴衣姿のコンシェ
ルジェさんたちが夕暮れ時の神楽坂の路地をご案内します。

所要時間: 2〜3時間程度
距離: 2〜6km（ご希望に応じて調整可）
問合せ・申込み: 新宿まち歩きガイド運営
協議会事務局（公益財団法人新宿未来創造
財団　観光課内）
☎3359-3729 3359-5036

kanko@regasu-shinjuku.or.jp

オーダーメイド
まち歩き参加方法
日時・参加人数・

ご希望の地域を決める
▼

観光課へ電話、FAX
または E メールで申し込み

▼
担当ガイド団体さんと 

詳しいコースについて相談
▼

当日！

5

観 光
あなただけのプランで新宿再発見 !

スポーツ

無
　料

mailto:wakoj@sousekei.com

