
申込み不要
簡単受付！
予約や申込みは不要！

いつからでも何度でも受講OK！
開講 15分前から先着順で受付。

1回／400円
気軽に無理なく続けられる！
チケットは券売機で販売。
お得な回数券もあります。

障がいのある方の介助者は無料

水～金曜日は
託児サービスあり！
子育て中のママを応援します。

当日の朝に電話予約（8：30～9：00）
1人 300 円で利用できます。

短期コースも！
最新・話題の人気レッスンをお近くで！

春・秋・冬に開催。
詳しくは財団広報紙「Oh！レガス」や
ウェブサイトをご覧ください。

1回からでも気軽に受けられる
スポーツプログラムが

全40講座
※親子向け講座は乳幼児の年齢制限あり

月
曜日

土
曜日

～

コズミックセンタースポーツプログラム

平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月

高校生以上対象

新宿コズミックセンター
〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-1-2

TEL：03-3232-7701
●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
●JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線
　「高田馬場駅」から徒歩約15分
●JR山手線・「新大久保駅」から徒歩約15分
●都営バス池86・早77・高71系統
　「新宿コズミックセンタ一前」から徒歩約2分
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センター

早稲田大学
文 学 部

穴八幡宮

都立障害者
センター前
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年間予定表

券売機で
チケットを購入

参加までの流れ
レ
ッ
ツ
ス
タ
ー
ト
!

事前申込
不要

受付
講座開講15分前から
開始時間までに受付。

着替え (更衣室 )
2F 多目的室 ………… 多目的室内
1F 武道場 …………… 武道場入口
B1F 小体育館・多目的広場

…………………… プール受付横
B1F プール ………… プール専用

※ 男性は 1F（武道場）・2F（大体育室）
の更衣室をご利用ください。

1F レガスポ受付

プールプログラムのみ
B1F プ ー ル 受 付

・各講座開講 15分前から、先着順で定員まで受け付けます。
（木曜アクアビクス+ウォーキングは 25分前から受付）
・開講後の入場は、講座の進行および安全管理の観点から、
ご遠慮いただいております。

・講師の都合により、やむを得ず代行または休講となる場合
がありますので、ご了承ください。

・貴重品は自己管理でお願いいたします。なお、１階・地下
１階には貴重品ロッカーもございます。

・講座会場内での、録音・録画はお断りいたします。
・安全上、同伴が認められている講座以外、お子さまを連れ
ての参加はできません。

・医師に運動を止められている方、体調のすぐれない方のご
参加はできません。

・当講座は傷害保険対象となっておりません。スポーツ安全
保険等の自主加入をお勧めいたします。

ご注意

http ://www.regasu-sh in juku.or . jp/

400円
1回券（当日限り有効）

2,000円
共通回数券（6枚）

※共通回数券は全券未使用の場合のみ払戻し
　可能です。

※1日はレガスまつりの準備のため多目的室の「リラクゼーションフラ」は休講
※2日レガスまつりのため全休講
※23日小体育室「コンディショニングストレッチ」「脂肪燃焼エアロ」は休講

※9日～14日は点検整備等のため全休講 ※11日多目的室の「気功太極拳」「ゆっくりヨーガ」は休講 ※21日他事業のため全休講
※26日～8月30日までプールプログラムは夏休み混雑期のため休講

※8 月のプールプログラムは夏休み混雑期のため休講
※9 日～13日 夏休みのため全休講

※12日～ 17日は点検整備等のため全休講
※29日～ 31日は全館休館

※1日～ 3日は全館休館 ※4 日多目的室の「気功太極拳」「ゆっくりヨーガ」
　小体育室「コンディショニングストレッチ」
　「脂肪燃焼エアロ」はサイエンスフェスタのため休講
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体重を利用し、全身の筋肉ト
レーニングとコンディションを
アップするストレッチです。

コンディショニングストレッチ
　9：30～10：30／第二武道場
　9：30～10：30／小体育室

土

リズムに合わせ、ダンベル運動で
全身の筋力をバランスよく鍛え、
引き締まった身体づくりを！

ダンベル＆ストレッチ
9：30～10：30／小体育室

心も身体もリフレッシュ！楽し
く、気持良く全身を動かし代謝
の良い身体づくりを。

リフレッシュエアロ
10：50～11：50／小体育室

木

強度が高めのポーズを行い、体
幹を強化するとともに心もリフ
レッシュします。

アクティブエナジーＹＯＧＡ
10：50～11：50／多目的広場

金

鼻･腹式などの色々な呼吸方法
で、身体を内側から活性化し、基
礎代謝を高め、太りにくい体質に。

ブレス･エクササイズ
9：20～10：20／多目的広場

土

ローインパクトで、筋肉のコン
ディションを整えながら行う有
酸素運動です。爽快な汗を！

脂肪燃焼エアロ
11：00～11：50／小体育室

土

託

託

託

9：15 ボディコントロール
9：30～10：30／第二武道場／定員50名

託

1F

9：15 ダンベル＆ストレッチ
9：30～10：30／小体育室／定員70名

託

1F

9：45 アクアビクス＋ウォーキング
10：10～10：55／プール／定員50名

託

B1F

10：35 親子スキンシップ体操
10：50～11：50／第二武道場／定員30組

乳 託

1F

10：35 リフレッシュエアロ
10：50～11：50／小体育室／定員70名

託

1F

12：35 ＺＵＭＢＡ
12：50～13：40／多目的室／定員40名

託

1F

12：35 バレエ･エクササイズ
12：50～13：50／多目的広場／定員30名

託

1F

13：45 ヨーガ
14：00～15：00／多目的室／定員40名

託

1F

18：55 シェイプボクシング
19：10～20：00／多目的室／定員35名1F

ダンスの動きと筋肉トレーニン
グをミックス！引き締まったボ
ディラインを目指します。

ダンス＆ワークアウト
12：45～13：35／小体育室

火

ラテン･ディスコ･ベリーなど、
さまざまな踊りを融合したダン
スフィットネスで、爽快な汗を！

ＺＵＭＢＡ
12：50～13：40／多目的室

木

バレエの技術向上･健康増進に。ス
トレッチとエクササイズで体幹を強
化し、ボディメイクします。

バレエ･エクササイズ
12：50～13：50／多目的広場

木

ゆったりとしたハワイアンに合
わせ、心も身体もリラックスし、
癒しのひと時を。

リラクゼーションフラ
14：15～15：15／多目的室

金

ダンス系“レガスポ”スタイル

親子でいっしょにレッスン

水中ゆっくりウォーキング
9：15～10：00／プール／定員35名

9：00
B1F

木受付開始
受付場所

10：35 骨盤体操
10：50～11：50／第一武道場／定員55名

乳 託

1F

10：35 アクティブエナジーＹＯＧＡ
10：50～11：50／多目的広場／定員35名

託

1F

14：00 リラクゼーションフラ
14：15～15：15／多目的室／定員40名1F

ベーシックヨガ
9：30～10：30／多目的広場／定員35名

託9：15
1F

金受付開始
受付場所

9：05 ブレス･エクササイズ
9：20～10：20／多目的広場／定員35名1F

10：35 ゆっくりヨーガ
10：50～11：50／多目的室／定員40名1F

10：45 脂肪燃焼エアロ
11：00～11：50／小体育室／定員70名1F

気功太極拳
9：20～10：20／多目的室／定員40名

9：05
1F

土受付開始
受付場所

9：15 気功太極拳
9：30～10：30／第二武道場／定員50名

託

1F

9：30 マタニティヨーガ
9：45～10：30／多目的広場／定員35名

託

1F

10：30 産後ボディケア
10：45～11：35／多目的広場／定員35名

乳 託

1F

10：35 健康ストレッチ
10：50～11：50／第二武道場／定員50名

託

1F

10：35 ハワイアンフラ
10：50～11：50／小体育室／定員50名

託

1F

19：00 美しい姿勢をつくるヨーガ
19：15～20：00／多目的広場／定員35名1F

リフレッシュ・ヨーガ
9：20～10：20／小体育室／定員70名

託9：05
1F

水受付開始
受付場所

9：30 親子３B 体操１～２歳コース
9：45～10：30／多目的広場／定員30組1F

10：35 親子３B 体操３～４歳コース
10：50～11：40／多目的広場／定員30組1F

10：35 産後ボディメイク
10：50～11：40／第二武道場／定員40名

乳

1F

12：30 ダンス＆ワークアウト
12：45～13：35／小体育室／定員70名1F

13：45 24式太極拳
14：00～15：00／小体育室／定員70名1F

13：45 アクアシェイプ
14：00～14：50／プール／定員35名B1F

ピラティス
9：30～10：30／第二武道場／定員50名

9：15
1F

火受付開始
受付場所

9：15 コンディショニングストレッチ
9：30～10：30／第二武道場／定員50名1F

9：15 ルーシーダットン（タイ式ヨガ）
9：30～10：30／多目的広場／定員35名

乳

1F

10：35 ゆったり骨盤体操
10：50～11：50／多目的広場／定員35名1F

10：35 ハワイアンフラ
10：50～11：50／第二武道場／定員30名1F

10：35 シェイプボクシング
10：50～11：40／多目的室／定員35名1F

楽々足腰健康体操
9：30～10：30／多目的室／定員40名

9：15
1F

月受付開始
受付場所

スポーツプログラム
の 多彩な

各講座 開講15分前から先着順 で定員まで受け付けます。
（ただし木曜アクアビクス + ウォーキングは 25 分前 から受付）受付は講座開始時間で終了です。
講座の進行および安全管理上、講座開始後の入場はご 遠慮ください。時間に余裕をもってお越しください。

定員：1 区分（下表の　　　　同一時間帯）15 名
対象：生後 6 ヶ月からの未就学児
料金：1 人１回 300 円（当日限り有効）券売機で託児券をご購入ください。
※体調のすぐれないお子様はお預かりできません。
※講座当日の朝 8：30～9：00に必ず保護者の方が電話でお申込みください。
※託児予約は受講予約ではありません。（受講は先着受付です）
※初回の託児受付時に、利用登録（無料）が必要です。

小体育室

多目的広場

プール

事務所
玄関

第二武道場（木床）

弓道場

第一武道場（畳）

ロビー

ロビー 多目的室
大体育室

ステージ

水ハワイアンフラ
　10：50～11：50／第二武道場
　10：50～11：50／小体育室

月

背筋を伸ばし好印象に！身体を
支える筋肉を刺激し、しなやか
に動き、美しい姿勢に。

美しい姿勢をつくるヨーガ
19：15～20：00／多目的広場

水水

木木

月月

水

月

　 マークのプログラムで実施。
講座に参加中、コズミックセンター幼児体育室
でお子様を保育士がお預かりします。

託児サービス

当日電話予約（8：30～9：00）TEL 03-3232-7701

ママも
安心！

事前申込み不要！お気軽に！

気になる講座を
好きなだけ♪

お好きな
時に

楽しく手
軽に

健康づく
りを！

女性対象
乳幼児同伴可
託児サービス
室内運動靴持参

乳
託

月から土まで

●ダンベル無料貸出あり
（0.5kg、1kg、1.5kg の 3種類）

●ヨガマット無料貸出あり
（第二武道場、多目的室、多目的広場、小体育室）
※マイマット持参歓迎

貸出について

会場と受付場所

1F

2F

B1F

券売機

1F：レガスポ受付　B1F：プール受付
更衣室

幼児体育室
託児

1階レガスポ受付

妊娠中の運動不足を解消します。
妊娠16週以降の方対象。医師、看護師、
助産師の付添いはありません。

マタニティヨーガ
9：45～10：30／多目的広場

水

託

産後にゆるんだ気になるボディラ
インをひきしめ、美しいボディに
★乳幼児同伴は生後2ヶ月から1歳 6ヶ月まで

産後ボディメイク
10：50～11：40／第二武道場

火

乳

大学保育科講師経験者が担当。お子さまと楽
しく運動し、育児の悩みも解消！
対象は 1 歳～未就学児まで
※1歳未満のお子さまの同伴は、安全上、おんぶや
だっこなどをし、保護者の方から離れないように
お願いします。

親子スキンシップ体操
10：50～11：50／第二武道場

木
乳 託

託

託

定員：1 区分（下表の　　　　同一時間帯）15 名
対象：生後 6 ヶ月からの未就学児
料金：1 人１回 300 円（当日限り有効）券売機で託児券をご購入ください。
※体調のすぐれないお子様はお預かりできません。
※講座当日の朝 8：30～9：00に必ず保護者の方が電話でお申込みください。
※託児予約は受講予約ではありません。（受講は先着受付です）
※初回の託児受付時に、利用登録（無料）が必要です。

　 マークのプログラムで実施。
講座に参加中、コズミックセンター幼児体
育室でお子様を保育士がお預かりします。

託児サービス

当日電話予約（8：30～9：00）TEL 03-3232-7701

ママも
安心！

ハワイアンのリズム
にのって、心も身体
もすこやかに！アロ
ハの心で楽しく踊り
ます。

リラックス系

アクティブ系

“ストレッチ･ウォーキング･ア
クアビクス”で、「ほぐす･燃や
す･ひきしめる」を体感します。

アクアシェイプ
14：00～14：50／プール

火

浮力や抵抗を利用し、正しい姿
勢で歩いたり、リズムに合わせ
全身運動を行います。

アクアビクス＋ウォーキング
10：10～10：55／プール

木

アクア系
プールプログラム

水中ゆっくりウォーキング

浮力で足腰に負担がかかりにく
い水中で、正しい歩き方を学び、
無理なく徐々に筋力をつけます。

9：15～10：00／プール
木

プールプログラム
参加のご注意

※水泳帽と水着を必ずお持ちください。
※ゴーグル使用は自由です。
※プール（水中）には講師の指示が
あるまで入らないでください。
※レッスン開始前・終了後の遊泳
は別料金です。

託

足腰は健康の基本。継続するこ
とで無理なく柔軟性や体力・筋
力を高めていきます。

楽々足腰健康体操
9：30～10：30／多目的室

筋肉のこわばりをほぐし、首・肩・
腰まわりのつらさや全身疲労感
などの不調を改善します。

健康ストレッチ
10：50～11：50／第二武道場 託

月月 水

シンプルなポーズで代謝をアッ
プさせ、身体のゆがみを矯正し
柔軟性と筋力をアップします。

ルーシーダットン（タイ式ヨガ）
9：30～10：30／多目的広場

無理のないストレッチや体操
で、骨盤のゆがみをリセット。
不調を予防・軽減します。

ゆったり骨盤体操
10：50～11：50／多目的広場

身体の内側の筋肉を動かし、骨
格を調整･安定させ、ボディバ
ランスを整えます。

ピラティス
9：30～10：30／第二武道場

太極拳の基本の 24 の動作を繰り返
し、伸びやかで、ゆったりと動きます。

24 式太極拳
14：00～15：00／小体育室

一日の始まりに、ヨーガの深い呼
吸法と正しいポーズを覚え、精神
の安定と身体の調整をします。

リフレッシュ・ヨーガ
9：20～10：20／小体育室

気功の基礎と太極拳の流麗な動き
で背筋を伸ばし、しなやかな身体
へ。体内の気の流れを整えます。

気功太極拳
　9：30～10：30／第二武道場
　9：20～10：20／多目的室土

水

ヨーガ･ピラティス･骨盤体操な
どの要素を盛り込み、柔軟性や
バランス能力を向上させます。

ボディコントロール
9：30～10：30／第二武道場

ヨーガの深い呼吸法と正しい
ポーズを覚え、精神の安定と身
体の調整を行います。

ヨーガ
14：00～15：00／多目的室

骨盤底筋群を引き締めて、明るく
はつらつボディメイクを！
★乳児同伴は生後2ヶ月から1歳まで

骨盤体操
10：50～11：50／第一武道場

金

スローな動きで、無理なくヨー
ガのポーズを行い心身のコン
ディションを整えましょう。

ゆっくりヨーガ
10：50～11：50／多目的室
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身体の構造に基づいた、ヴォイスノ
ウハウのポイントを体感しながら、
ストレスの解消と歌唱力アップに！

ヴォイストレーニング＆ストレッチ
9：30～10：30／第一武道場 託

金

ヨガが初めて、リラックスした
い、シニアの方にも、おすすめ
のベーシックなヨガです。

ベーシックヨガ
9：30～10：30／多目的広場 託

金

9：15 ヴォイストレーニング＆ストレッチ
9：30～10：30／第一武道場／定員50名

託

1F

9：15 コンディショニングストレッチ
9：30～10：30／小体育室／定員70名1F

B1F レガスポ受付

B1F プール受付

土

月
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軽快なリズムに合わせ、フット
ワーク・パンチ等の有酸素運動
で身体能力を高め、爽快な汗を！

シェイプボクシング
　10：50～11：40／多目的室
　19：10～20：00／多目的室
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木
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親子３B 体操
1～ 2 歳コース
9：45～10：30／多目的広場

火

乳幼児期のお子さまの年齢や成長に合わせ、保護者の方と一緒に音楽
に合わせて遊びながら、さまざまな運動をするコースです。
3Ｂ体操とは、ボール・ベル・ベルダーを使う健康体操です。

親子３B 体操
３～４歳コース
10：50～11：40／多目的広場

火

3B 体操・スキンシップ体操は、参加するお子様人数分のチケットが必要です。

※7/26～8/30 は休講
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身体と心をほぐすヨーガで、出産後の
ボディを整え、楽しくリフレッシュ！
★乳幼児同伴は生後2ヶ月から1歳 6ヶ月まで

産後ボディケア
10：45～11：35／多目的広場

水
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※フラのスカート着用は自由です。


