
 

oe23Z™講座

学 習 問合せ：学習・スポーツ課
☎3232-5121 3209-1833

おもいやって、たすけあって、
ゆうきのでるおはなしが大集合!!
星空おはなしまつり（親子向け）

※最少催行は各コースとも7名
※ノートパソコン持ち込み可（ただし、　
　WindowsXPと2003は対象外）

会場: パソカレッジ高田馬場校
（高田馬場3-3-1 ユニオン駅前ビル2階）
講師: パソカレッジ
定員: いずれも16名（先着順）　

日時: 10月1日（土）・15日（土）・22日（土）
いずれも10時〜14時　全3回
会場: 北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）
講師: NPO法人みんなの寅さん食堂
定員: 24名（先着順、男性優先）
料金: 全6,000円（食材費込み）
協力: NPO法人みんなの寅さん食堂

日時: 9月3日（土）　10時〜12時30分
協力: アキレス株式会社

日時: 9月3日（土）　10時30分〜11時30分
対象: 心身に障がいのある方とそのご家族・介助者　
定員: 70名（先着順）
申込み: 電話またはFAXで、記載例（7面）のほか、障がいの
種類、介助者および車イスの利用の有無を記入し、
学習・スポーツ課へ

時間: いずれも10時30分〜、13時30分〜、14時50分〜
の1日3回（１回の投影時間は約50分）　※途中入退場はで
きません
定員: 150名
料金: 高校生以上300円、中学生以下無料
申込み: 投影当日、開始30分前から8階プラネタリウム受
付で販売

　途中入退場OK! 声を出しても大丈夫。障がいの
種類にかかわらず、周りに気兼ねすることなくプラネ
タリウムをご観賞いただけます（投影内容は、一般投
影の秋番組と同じです）。

　七夕、織姫星と彦星、天の川、夏の大三角…
明るく輝く夏の星空は見どころがいっぱい !秋の星空をプラネタリウムでゆったりと。

障がいのある方のための
プラネタリウム体験

夏休みは家族でおでかけ
プラネタリウム夏プログラム

「暦の話と夏の星空」

日時: 8月28日（日）　14時開演（13時30分開場）　
※公演時間は約1時間
定員: 140名
料金: 親子（小学生以下と中学生以上）　1組500円、
中学生以上　1名500円、小学生以下　1名200円
※購入例　
　①小学生以下のお子さま2名とその保護者1名の場合　　
　　700円（親子1組＋小学生以下1名）　
   ②小学生以下のお子さま2人とその父母の場合
　　1,000円（親子2組）
申込み: 当日13時30分から8階プラネタリウム受付で販売

①足に合った靴の選び方! 健康は足元から
〜足の構造と靴の正しいフィッティング〜
〜シェイプアップ効果が期待されるトーニングシューズとは〜
　足元から健康管理。靴の調整の仕方や、履いて歩くだけのエ
クササイズとして注目されているトーニングシューズについて、詳し
く学びます。

②終活講座〜自分らしい最期を迎える準備〜
　「残される家族に迷惑をかけたくない」
そう考えている方を中心に広まっている
のが〈終活〉です。お葬式やお墓への
不安をなくし、自分の希望を考えておく。
そして、それまでの人生を振り返ること
で、「これからの生き方」に改めて希望
を見出す方も増えています。
　自分らしいエンディングについて考え
てみましょう。
日時: 9月11日（日）　10時〜12時
講師: 市川愛（葬儀相談員・一般社団法人終活
　　   普及協会理事）

学びたいときがやりどき　①パソコン講習会
すがすがしい緑に囲まれてみましょう。
③ガーデニング体験会
　「観葉植物のさわやかなリース作り」

女性も歓迎!
②男のキッチン　
　ビギナーズクラス（全3回）
　男性向けの料理教室です。食材の選び方
から包丁の扱い方まで、料理を“美

う

味
ま

く”
するためのちょっとしたポイントも踏まえなが
ら、楽しく過ごしましょう。料理初心者の
女性も歓迎です。

日時: 8月31日〜10月19日の毎週
水曜日　
16時30分〜18時　全8回
対象: なわとびが上手になりたい、
もしくは運動が苦手な
小学生50名
料金: 全1,600円

①水曜クラブ
　なわとびチャレンジ

「なわとびが上手くなりたい子」
「運動が苦手な子」集まれ!

　運動を好きになりたい
子、違う学校の子と仲良
くなりたい子、いろんなス
ポーツを体験したい新宿
区在住・在学の小学生を大募集して
います。お気軽に参加してみません
か? 友だちづくりにも最適です。ご
応募、お待ちしてます。
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
回程度
対象: 体重が気になる、もしくは運動が苦
手な小学生数名
料金: 詳細は直接お問い合わせください

②土曜クラブ
「運動が苦手な子」
「体重が気になる子」集まれ!　

会場: コズミックセン
ター　3階会議室
定員: 40名（先着順）
申込み: ①8月31日（水）、
② 9 月 7 日（水）必着。
電話、または受信可能
なFAXが あ る 場 合 は

3209-1833へ記載例
（7面）のとおり記入し、
学習・スポーツ
課へ

講　座　名 日　時 料　金
パワーポイント　一日でまるわかり（2007・2010 対応）8/27（土） 

10:00 〜
16:00

5,000 円 
（テキスト
       代別）

大人気の講座です。基本的な操作方法から解りやすいスライ
ドの作り方、アニメーションまで学びます。
インターネット超入門 9/3（土） 

10:00 〜
12:30

3,000 円 
（テキスト
       代別）

インターネットをしたことがない方大歓迎 ! 基本的な操作や
検索のしかたを学びます。
インターネットで震災対策 9/3（土） 

14:00 〜
16:30

3,000 円 
（テキスト
       代別）

東日本大震災発生時に活躍した情報源“Twitter”や“web 
171”など、災害時に役立つネット機能を学びます。

「インターネット超入門」と続けて受講することもできます。
エクセル初級まるわかり（2007・2010 対応） 9/10（土） 

10:00 〜
16:00

5,000 円 
（テキスト
       代別）

エクセルの基本的な使い方、四則演算と関数、表やグラフの
作成など、エクセルの初歩を一日で !

対象 : 新宿区内在住・在勤・在学の方
申込み: ①は各開催日の7日前までに、②・③は8月17日（水）必着。
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（7面）のとおり記入し、
学習・スポーツ課へ

日時: 8月26日（金）　13時〜15時
会場: 大久保スポーツプラザ　集会室

（大久保3-7-42）
講師: 渡辺さくら（日本ハンギングバ
スケット協会東京支部長）
定員: 20名（多数抽選）
料金: 3,300円（材料費込み）

　暑さを忘れさせてくれる“緑の息吹”をご自宅に
取り入れてみませんか ?

木 金 土 日

8
月

− 5 6 7
11 12 13 14
− 19 20 21

※8月27日（土）以降は「秋プログラム」となります

投影日
無
　料

無
　料

　小さいお子さまからおとなまで一緒に楽しめる「星
空おはなしまつり」は、絵本や紙芝居、パネルシアター
など、お楽しみがたくさん♪ 大きな声で笑ったり、歌っ
たりできるよ! お星さまの見つけ方も教えるよ !!

会場: コズミックセンター　�8階プラネタリウム

参加者募集

追加募集

若葉の会いけ花　茶の湯　3565-2378村田
※（場）若松センター土又は日　13時〜
花月2回費2000円  茶月1回1500円花材雑別
※（場）第２落合センター土又は日  13時頃から
花茶共に月1回費花材水屋含み各2000円
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喜び、
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。

外国語・外国文化
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

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/
―快楽中国語教室 生徒募集　入門～上級―
中国人講師  マンツーマンで2500円〜 ３人制 
月４回で６千円　四ツ谷駅２分   5368-2138

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

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〜
090-3549-5375　田部井　曜日応相談

NHK講師他の英会話,スペイン語,フランス語
ロシア語,韓国語クラス! 50〜70代の方中心
\1575〜/1回新宿と池袋03（3984）1180WING

その他
個別指導　WAKO塾　1対2で教えます

対象：小学生　中学生　高校生／受験と補習
やさしく きびしく 親切な指導で成績アップ
高田馬場3-34-16　☎3363-7395
http://www.ac.auone-net.jp/~wakojuku/

〈wakoj@sousekei.com〉 夏期講習実施中
求職者支援「基金訓練」８月生　受講生募集

受講料無料　教材・交通費等は自己負担
東京都内全本校開講合計数８月全23コース
９月全35コース http://kunren.lec-jp.com/
高田馬場☎6861-5005　新宿西口☎5337-6911
相談会開催中　（株）東京リーガルマインド

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

レガスパーク10月号からの掲載申し込み開始!
■申込書配布場所
　○コズミックセンター　○生涯学習館
　○新宿歴史博物館　○新宿文化センター
　○財団ホームページからダウンロード
■受け付け開始
　8月8日（月）　9時〜
　○コズミックセンター窓口　
　○財団ホームページから
　○ 3209-1833
■掲載申し込みに関するお問い合わせ
　経営課　広報担当　☎3232-7701

アシスタント
スタッフ募集

　運動プログラムで講
師の補助をしながら、子
どもたちと楽しく遊んでく
れるアシスタントスタッフ
を募集中です。運動系
学科の学生さんやスポー
ツ好きな学生さんなど大
歓迎! お気軽にお問い合
わせください。

問合せ: 子ども・地域課　
☎3232-5122

※交通費程度の実費支給
　あり

①②とも
会場 : コズミックセンター　地下 1 階小体育室
定員 : 定員となり次第、締め切ります
申込み : 往復はがきに記載例（7 面）のほか、学校名・学年（②は身長・体重も）を記入し、
子ども・地域課へ。受信可能な FAX がある場合は 3209-1833 へ
問合せ : 子ども・地域課　☎ 3232-5122

レガスで学ぼう!

レガスキッズ あつまれ!

5

子ども

①②③とも

①②とも

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://home.att.ne.jp/air/lig/
http://www.ac.auone-net.jp/~wakojuku/
mailto:wakoj@sousekei.com
http://kunren.lec-jp.com/

