
ジャンル別コース紹介

こんなかたに
オススメ！

プ ロスポーツ公式戦無料招待 !

日時: 9月17日（土）・18日（日）・19日
（月・祝）　いずれも18時プレイボール
会場: 明治神宮球場（霞ヶ丘町3-1）
対象: 区内在住・在勤・在学の方とそ
のご家族
料金: 外野自由席　中学生以下無料、
一般1,000円
協力: 東京ヤクルトスワローズ
申込み: コズミックセンターで、8月
15日（月）〜9月11日（日）の9時〜19

時にチケットをお渡しします。お受け
取りの際、区内在住等が確認できる証
明書（運転免許証・健康保険証など）を
必ずお持ちください
※お渡しするチケットについては、9月  
　17日・18日・19日のいずれか一日
　に限りご利用いただけます。なお、　
　原則チケットの払い戻しはできませ
　んので、あらかじめご了承ください

プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」公式戦 J リーグ「東京ヴェルディ」公式戦

東京ヤクルトスワローズ
VS 横浜ベイスターズ 3 連戦

東京ヴェルディ VS 横浜 FC
新宿サッカースカウト 2011

燃えろ！ナイター 2011

日時: 9月18日（日）　夕方キックオフ
会場: 国立霞ヶ丘競技場（霞ヶ丘町10-2）
対象: 区内在住・在勤・在学の方とそのご家族
料金: ホーム自由席　小学生以下無料、中高生250
円、一般1,000円、シルバー（65歳以上）250円
協力: 東京ヴェルディ
申込み:公式戦当日、 国立競技場でチケットをお渡し
しますので、千駄ヶ谷門スロープ右側設置のテントま
でお越しください（キックオフ2時間前から受け付け開
始）。お受け取りの際、区内在住等が確認できる証明書

（運転免許証・健康保険証など）を必ずお持ちください
※当日はおつりがでないようにご準備ください。なお、 
　競技場収容人数を超えた場合、ご入場いただけない
　場合がありますので、あらかじめご了承ください

※キックオフの時間は決定次第、財団ホームページで
　お知らせします
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

　　　　プロサッカー選手と同じピッチに立とう!

対象: 小学生　※同伴者（入場料：一般1,000円）が必
要です
定員: ①11名　②50名
申込み: 8月31日（水）必着。往復はがきに記載例（7
面）のほか、学校名・学年、同伴者の氏名・人数、①ま
たは②の別を明記し、学習・スポーツ課へ

対象: どなたでも　定員200名
申込み: 当日キックオフ2時間前から整理券を配布します

①手つなぎキッズ　②ハイタッチキッズ

ピッチ見学ツアー

同時
募集!

中学生以下
無料招待

小学生以下
無料招待

3

　事前申し込み不要、どなたでも気軽に参加できるスポーツ
プログラム! 託児サービスもあるので、子育て中のママも安
心です。各プログラム1回400円（回数券6枚つづり2,000
円）、開始15分前から1階受付窓口にて先着順で定員まで
受け付けます（レッスン開始後の入場はできません）。

※各プログラムの詳細については、レガスポ! パンフレット（コズ
ミックセンターで配布）をご覧ください。また、託児サービスに

誰でも楽しく、お手軽に健康な体づくり ! 
　体への負担が少ないので、どなたでも気軽に参加できま
す。ヨーガで心と体をリラックスさせるのもよし、ストレッチ
で関節や筋肉の緊張をほぐすのもよし。カラダづくりの第
一歩となるプログラムです。

                    ・ゆったりとした運動をしたい方
  ・体力に自信がない方や久しぶりに運動する方

体幹・インナーマッスルを強化 !
　体幹・インナーマッスル（深層筋）など全身の筋肉を強
化することで、代謝がグ〜ンと上がります。

  ・キレイな姿勢を目指したい方
  ・しなやかな筋肉をつけたい方

水の中でも全身運動 !
　水の浮力で足腰への負担が少なく、運動効果抜群のア
クアプログラム。

 ・足腰に負担をかけずに運動したい方

高齢者向け（60歳くらい〜）
①生き生きお達者体操
　椅子に座って、どなたでも気軽に行える転倒防止や肩こ
り・腰痛緩和のための体操や、ストレッチを行います。ま
た、失禁予防エクササイズや認知症予防のポイントなどに
もふれていきます（おおよそ60歳以上の健康な男女が対象
となります。医師に運動を止められている方は参加できま
せん）。
日時: 9月26日〜11月28日の毎週月曜日（ただし、10月10
日と11月14日を除く）　9時30分〜10時30分　全8回
講師: MIWA（金曜通年レガスポ担当講師）
料金: 全3,200円　※欠席時の返金なし

大人気の講座を再び！
②ラテン・コアダンス
　明るいラテンのリズムで楽しく踊りながら、シェイプアッ
プしましょう。初めての方でも無理なくご参加いただけるよ
うに基本のステップから教えます。
日時: 9月30日〜12月2日の毎週金曜日　
14時20分〜15時10分　全10回
講師: セルツァー正美（火・木曜通年レガスポ担当講師）
料金: 全4,000円　※欠席時の返金なし

①②とも
会場: コズミックセンター
定員: 区内在住・在勤の方優先　30名（多数抽選）　
※最少催行20名
申込み: 9月5日（月）必着。往復はがきに記載例（7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・所在地も明記のこと
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

産前・産後のママもハッピー
　ちびっこもママもニコニコ元気になれるプログラ
ムです。楽しみながら運動しましょう!

レガス
ポ！

リズミカルな音楽に合わせて♪
　リズムに合わせdancing♪ 気分ウキウキリフレッシュ!

  ・音楽に合わせてシェイプアップしたい方
  ・踊りが好きな方

8月の休講日

卓球教室　9 月コース
　少人数制で楽しくイイ汗流しましょう。
日にち: 9月1日〜22日の毎週木曜日　全4回
時間: 【午前クラス】10時30分〜12時

【昼クラス】13時30分〜15時　
【夜間クラス】19時〜20時30分

会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象: 区内在住・在勤の方
定員: 各クラス10名（多数抽選）
料金: 全2,000円
協力: 新宿区卓球連盟
申込み: 8月21日（日）必着。コズミックセンター窓口で配布の
所定の申込書もしくは往復はがきに記載例（7面）のほか、希望
クラス・卓球歴を記入し、学習・スポーツ課へ（1名1応募のみ）
※返信を希望する場合は必ず往復はがきでお申し込みください
当落: 返信はがきを送付または8月25日（木）コズミックセン
ター窓口に掲示します  ※お電話でのお問い合わせはご遠慮く
ださい
問合せ: 学習・スポーツ課　☎3232-5121

NPO 法人新宿区ウオーキング協会例会
山手線一周ウォークその①　約10km
日時: 9月6日（火）　8時40分〜9時受け付け
正午解散（予定）　※雨天決行
集合: 駒込四丁目児童遊園

（JR山手線・都営地下鉄三田線巣鴨駅下車）
解散: 大久保公園（西武新宿線西武新宿駅）
対象: どなたでも　定員なし
料金: 400円
主催: NPO法人新宿区ウオーキング協会
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 不可）・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: 事前予約は不要。当日、受付時間内に直接集合場所ま
でお越しください
問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング協会  ☎090-3217-4109

一歩一歩、健康づくり♪

会場: コズミックセンター（大久保3-1-2）
　　　東京メトロ副都心線
　　　西早稲田駅3番出口から徒歩約2分

…託児あり　 …女性限定　 …室内用運動靴着用　 …水着・水泳帽着用

託児サービスもあります！
マークの付いたプログラムで実施しています。保護者
の方が講座に参加している間、コズミックセンターの

幼児体育室で保育士がお子さまをお預かりします。
対象: 生後6カ月〜未就学児
定員: 1区分15名（先着順）
料金: 1人1回300円
予約: 受講当日の朝8時30分〜9時の間に、必ず保護者の
方がお電話（☎3232-5121）でお申し込みください
※託児予約は講座の予約ではありませんので、ご注意ください

こんなかたに
オススメ！

こんなかたに
オススメ！

こんなかたに
オススメ！

こんなかたに
オススメ！

レガスポ! 
駅から
近くて
便利 !

夜間コースもご用意 !
　人気の講座を夜にも開講。お勤め帰りはレガスポ ! へ

　　　　   ・お勤め帰りや一日の終わりにリフレッシュしたい方
こんなかたに
オススメ！

8/2（火）〜30（火）の13:40〜14:30「アクアビクス＋ウォーキング」は、夏休みによる混雑のため休講。
8/8（月）〜13（土）は全講座休講。8/30（火）は、親子3B体操（1〜2歳コース・2〜3歳コースとも）は休講。

祝日と毎月第2月曜日（祝日の場合は
その翌日）の定休日は休講となります。

ついては下記をご参照ください
※本プログラムはおもに中学生以上の方を対象と

しています。医師に運動を止められている方、
体調のすぐれない方は参加できません

※講師の都合により、やむを得ず代講または休講
となる場合がありますので、あらかじめご了承
ください

・妊娠中の運動不足を解消したい方
・産後のボディをギュッと引き締めたい方
・お子さまやママたちの交流の場に参加したい方
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パワーアップして、
夏の暑さを乗り切ろう!レガスでスポーツ!

種　　目 曜 日 ・ 時 間 定　員
楽々足腰健康体操 （月）9:30〜10:30 50名
コンディショニング
ストレッチ （月・土）9:30〜10:30 月／50名

土／30名
ゆったり骨盤体操 （月）10:50〜11:50 50名
24式太極拳 （火）13:40〜14:30 70名
気功太極拳
 ※水のみ （水・土）9:30〜10:30 水／50名

土／40名

ヨーガ　 （水・金）9:30〜10:30
（木）14:10〜15:10

水／70名
木／30名
金／50名

健康ストレッチ　 （水）10:50〜11:50 50名
ボイストレーニング
&ストレッチ　 （金）9:30〜10:30 50名

骨盤体操　  （金）10:50〜11:50 50名
ゆっくりヨーガ （土）10:50〜11:50 30名

種　　目 曜 日 ・ 時 間 定　員
ヒーリングフラ　 （月）10:50〜11:50 70名
シェイプボクシング　（月）10:50〜11:40

（木）19:00〜19:50 30名

ラテン・コアダンス （火）12:30〜13:20 70名
ハワイアン・フラ  （水）10:50〜11:50 70名
リラクゼーション・フラ（水）19:00〜20:00 40名

エアロビクス
 ※木のみ  

（水）19:00〜20:00
（木）10:50〜11:50
（土）11:00〜11:50

水／30名
木・土／70名

バレエ・エクササイズ
 （木）12:50〜13:50 30名

種　　目 曜 日 ・ 時 間 定　員
ピラティス （火）9:30〜10:30 35名
ダンベル＆ストレッチ　 （木）9:30〜10:30 70名
ボディコントロール　 （木）9:30〜10:30 50名
パワーヨーガ　 （金）10:50〜11:50 50名

種　　目 曜 日 ・ 時 間 定　員
アクアビクス＋ウォーキング

 ※木のみ 
（火）13:40〜14:30
（木）10:35〜11:20 50名

水中ゆっくりウォーキング  （木）9:30〜10:15 40名
アクアビクス　 （木）19:00〜19:50 50名

種　　目 曜 日 ・ 時 間 定　員
リラクゼーション・フラ　 （水）19:00〜20:00 40名
エアロビクス　 （水）19:00〜20:00 30名
シェイプボクシング　 （木）19:00〜19:50 30名
アクアビクス　 （木）19:00〜19:50 50名

種　　目 曜 日 ・ 時 間 対　象 ／ 定　員
親子3B体操（1〜2歳コース） （火）9:45〜10:30 1〜2歳の幼児とその保護者対象／30名
親子3B体操（2〜3歳コース） （火）10:50〜11:40 2〜3歳の幼児とその保護者対象／30名
産後ボディメイク （火）10:50〜11:40 産後2カ月から。乳児の同伴は1歳半まで可／30名
マタニティヨーガ　 （水）9:45〜10:30 妊娠16週以降の方限定／40名
産後ヨーガ　 （水）10:50〜11:40 産後2カ月から。乳児の同伴は1歳半まで可／40名
親子スキンシップ体操 （木）10:50〜11:50 1〜3歳の幼児とその保護者対象／50名

スポーツ

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init

