
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

埼玉西武ライオンズ　バックヤード見学ツアー

～ 区民の方150名 ご招待!! ～

6 月 2 4 日 日 は ラ イ オ ン ズ 新 宿 区 感 謝 デ ー !
～ バックヤードツアー参加者以外にもおトクなお知らせ! ～

日時: 6月24日（日）　9時集合　13時試合開始
会場: 西武ドーム球場（埼玉県所沢市上山口2135　西武狭山線「西武球場前駅」）
対象・定員: 区内在住・在勤・在学で当日の観戦チケットをお持ちの方　150名（多数抽選）
観戦チケット: 右記の「販売所」で、6月23日（土）までに購入し、当日お持ちください
※コズミックセンターでの取り扱いはありません
参加料: 無料　※ただし、観戦チケット代は別途かかります
申込み: 6月13日（水）必着。往復はがきに記載例（7面）のほか、区内在勤・在学の方は名称と所在地を、

また同伴者がいる場合は参加者全員の氏名を記入し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXがあ
る場合は 03-3209-1833へ　その他: 当落の通知は6月14日（木）に発送予定

※観戦のみの『新宿区感謝デー! チケット』の購入については右記をご覧ください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

席種: 内野指定席B　大人・子どもともに1,200円（正規料金当日3,000円）
特典: 生ビール200円割引券・ペットボトルドリンク50円割引券付き
※ 購入の際、区内在住・在勤・在学が確認できる証明書（運転免許証・健康保険証など）

をお持ちください（代表者1名で6名分まで購入可）
※未就学児のお子さんが膝上で観戦する場合、チケットは不要です
※ 当該座席が満席の場合、他の座席と変更になる場合がありますのでご了承ください
区内販売所: チケットぴあ サブナードプレイガイド
　　　　　   ちけっとぽーと新宿店
※ その他の都内・埼玉県内の販売所については、下記インフォ

メーションセンターまでお問い合わせください
問合せ:  埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター　

☎0570-01-1950

区民総合体育大会

軟式野球大会（兼・第2回軟式野
球連盟大会）の出場チーム募集
日にち: 6月下旬～11月の日曜および祝日（予定）
会場: 西戸山公園野球場（百人町4-1）　ほか
対象・定員: 区内在住・在勤の15歳（平成24
年4月1日現在）以上の方（中学生を除く）で構
成されたチームまたは区軟式野球連盟登録チー
ム（監督・代表者含め12～20名）　約180チーム
参加料: 1チーム2,000円（別途連盟大会経費
11,000円）　主管: 区軟式野球連盟
申込み: 6月16日（土）18時～20時にコズミッ
クセンター5階大研修室へ参加料と登録者名
簿（申込み責任者とチーム全員の住所・氏名・
生年月日を記入。書式自由）をお持ちください

（財団ホームページから要項のダウンロード可）
代表者会議: 6月23日（土）　18時30分～　
コズミックセンター　5階大研修室　
※欠席の場合は棄権とみなされます
問合せ: 区軟式野球連盟　吉澤　
☎03-3207-1786

参加チーム大募集!!

中学生野球大会
日にち: 7月21日（土）～26日（木）（22日を除
く）の5日間　※雨天順延

【予備日】7月30日（月）・31日（火）　
対象・定員: 区内在住・在学の中学生で構成さ
れた18チーム（先着順）　
参加料: 1チーム800円　主管: 区軟式野球連盟　
協力: 区少年軟式野球連盟
申込み: 先着順。6月22日（金）までに、コズ
ミックセンター窓口（9時～17時）で配布中の
申込用紙（財団ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入のうえ、参加料を添えて
学習・スポーツ課へ
代表者会議: 6月29日（金）　19時～　コズミッ
クセンター　3階小会議室
※必ずご出席ください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

お勤め帰りの方にもぴったりです!

①ゆったりピラティス
　ピラティスとは、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
定させる運動です。ボディバランスを整え、
体を本来の状態へと戻しましょう。

日時: 7月26日～10月4日の毎週木曜日（8月
16日は除く）　20時30分～21時30分　全
10回　料金: 全4,000円（欠席時の返金なし）

下半身を鍛えると 
代謝がぐ～んと上がります! 

②下半身に効くピラティス
　大人気｢ゆったりピラティス｣シリーズの下
半身集中クラス。下半身を中心に、無理なく
トレーニングすることで代謝を上げ、｢むくみの
ないすらっとした脚｣｢すっきりとした腰まわり｣
を目指します。
日時: 7月31日～9月25日の毎週火曜日（8月
14日は除く）　9時30分～10時30分　全8回
料金: 全3,200円（欠席時の返金なし）

①②とも
会場: コズミックセンター　2階多目的室
対象: 区内在住・在勤の方優先
定員: 30名（多数抽選）　※最少催行20名
講師: 山本行宏（月・木曜通年レガスポ! 担
当講師）　申込み: 7月9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　 

☎03-3232-5121

①NPO法人新宿区ウオーキング協会　例会

八景島の紫陽花ウォーク　約10㎞
日時: 6月12日（火）　9時40分～10時受付　
午後1時ごろ解散予定　※お昼休憩時にお弁
当を食べます
コース: 洲崎公園（集合）→野島公園駅→金沢
ポンプ場→海の公園南口駅→海の公園→金沢
八景大橋→八景島→横浜・八景島シーパラダ
イス→八景島駅→海の公園柴口駅→金沢文庫
駅前（ゴール）
集合: 洲崎公園（京浜急行電鉄・横浜新都市交
通「金沢八景駅」）　解散: 金沢文庫駅（京浜急
行本線）　料金: 400円　その他: お昼休憩時
のお弁当は各自でご用意ください
主催・問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング
協会　☎090-3217-4109

②レガス健康ウォーキング

芝公園から明治公園 
　　　　　ウォーク 約8㎞
日時: 6月20日（水）　8時40分～9時受付　
正午解散予定
コース: 芝公園（集合）→東京タワー→狸穴坂→
植木坂→六本木交差点→六本木西公園→出雲
大社東京分祠→六本木トンネル→やすらぎ会
館→青山墓地→外苑前駅→明治公園（ゴール）
集合: 芝公園（都営地下鉄三田線「芝公園駅」

「御成門駅」ほか）　解散: 明治公園（JR中央線
ほか「千駄ヶ谷駅」・都営地下鉄大江戸線「国
立競技場駅」）　料金: 400円
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

③いきいきウオーク新宿　　　

戸山地区　尾張徳川家 
戸山山荘を訪ねて　約3㎞
日時: 6月27日（水）　9時10分～9時30分
受付　正午解散予定
コース: 元気館（集合）→コープとうきょう戸山
店→国立国際医療研究センター→箱根山→東 
戸山小学校→花の広場→せせらぎ広場（ゴール）
集合: 区立元気館（戸山3-18-1　東京メトロ
副都心線「西早稲田駅」）　解散: 戸山公園せせ
らぎ広場（東京メトロ東西線「早稲田駅」）
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
主催・問合せ: 新宿区健康部健康推進課健康
事業係　☎03-5273-3047

①②③とも
対象: どなたでも　定員なし
申込み: 不要。当日受付時間内に集合場所
に直接お越しください
持ち物・服装: 手が自由になるように、当日
は運動しやすい服装（スカート不可）・運動
靴でお越しください。飲み物・帽子・雨具
などは各自でご用意ください　※雨天決行

なぎなた初心者教室　全6回
日にち: 7月4日（水）・7日（土）・11日（水）・
14日（土）・18日（水）・21日（土）の全6回　
時間: 水曜日は13時～15時または19時30分
～21時（どちらかを選択）　土曜日は9時30分
～11時30分　会場: 新宿スポーツセンター　
第二武道場（大久保3-5-1）　対象・定員: 区
内在住・在勤・在学の方　10名（多数抽選）　 
料金: 全3,000円　申込み・問合せ: 6月25
日（月）必着。往復はがきに記載例（7面）のと
おり記入し、区なぎなた連盟　射手矢（〒169-
0072　大久保1-3-8　☎03-3200-9912）へ

7月 卓球教室
　午前と昼は初級クラス、夜間は実践応用
クラスです。
日にち: 7月12日～8月2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・在勤で全4回参加できる方
定員: 各クラス12名（多数抽選）
料金: 全2,000円　協力: 区卓球連盟
申込み: 6月30日（土）必着。コズミックセン
ター窓口で配布中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、参加希望クラ
スと卓球歴を記入し、学習・スポーツ課へ（1
名1クラスのみ）。返信希望の場合は、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7月5日（木）
にコズミックセンター窓口に掲示しますの
で、忘れずにご確認ください。電話でのお問
い合わせは平日9時～17時に担当者がお受け
します
その他: 8月教室はお休みです。なお、卓球
大会（8月19日（日）開催予定）への参加につい
ては、区卓球連盟にお問い合わせください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

畳の上で運動しよう! 

少林寺拳法「お試し」講座
　やわらかい畳の感触を味わいながら、少林
寺拳法を楽しみませんか? 相手を倒すので
はなく、自己を磨き、身を守るための拳法を
学びます。健康的な体づくりや運動を始める
きっかけとして、ぜひご参加ください。講師
がていねいに指導します。
日時: 7月14日・21日（ともに土曜日）
10時～12時　全2回
会場: コズミックセンター　1階第一武道場
対象: 区内在住・在勤・在学（小校生以上）の方
定員: 20名（多数抽選）
料金: 全1,000円（小学生は全400円）
協力: 区少林寺拳法連盟
申込み: 7月4日（水）必着。往復はがきに記載
例（7面）のほか、スポーツ経験の有無を記入
し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXが
ある場合は 03-3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

  普段なかなか入ることができない西武ドームの裏側が見られる特別ツアーです。
  ツアー終了後は試合（対オリックス・バファローズ戦）を観戦して、みんなでライオンズを応援しよう!

大人気
講座

大人気
講座

　区内在住・在勤・在学の方はお得な価格で観戦チケットをご購入いただけます。

西武ドーム内部

一 歩 一 歩 、 健 康 づ く り ♪
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https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init

