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★ワセオケ避難訓練コンサート
★東新宿よねふく落語会
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楽しいイベン
ト

   　　盛りだ
くさん！

★乗車定員超過の場合は、次の便のご案内となります
★当日は、交通状況によりバスの運行に遅れが生じる
　場合があります
★午前中の便は、新宿文化センターには停車しません
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※は新宿歴史博物館止まり

※
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※
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9:30 オープニングセレモニー9:30 オープニングセレモニー

「『走れる』カラダをつくる ! 
ランナーのための
栄養セミナー」

講師 : 松岡里和

10:30～12:00

講師 : 谷川真理

13:00～14:00

管理栄養士、糖尿病療養指導士、アス
リートフードマイスター講師。病院栄
養士を経て独立し、栄養カウンセリン
グやアスリートへの栄養サポート、メ
ディア出演など多岐にわたり活躍中。
『走れるカラダをつくる！』をテーマ
にお話しいただきます。

1991年東京国際女子マラソンでの
優勝をはじめ、今もなお多くのマラ
ソン大会を走り続けるランナー。同
時に、タレント業や地雷廃絶運動に
も取り組むなど、多方面に活躍中。
充実した活動の原動力やヒントにつ
いてお話しいただきます。

「忍耐は苦しいけれども
その実は甘い」

新しい年度が始まります。
レガスまつりは、新宿での新年度を楽しむためのプランが見つかるイベントです。

「レきし」「ガくしゅう」「スぽーつ」などの、さまざまなジャンルのサークル、グループをご紹介します。
作品の展示やパフォーマンスなどで活動を紹介するほか、体験プログラムもたくさんあります。

★展示室観覧無料 
　　写真展「新宿・昭和 40 年代
　　　　　  ―熱き時代の新宿風景̶」

★勾玉づくり　
★れきはく・カフと朗読

など

無料巡回バス時刻表

★プラネタリウム　
★いけばな　
★陶芸　
★ユニカール など

9:15
9:45
10:05
10:35
10:55
11:25

11:45
12:15
12:35
13:05
14:25
14:55

15:15
15:45
16:05
16:35
16:55

12:00
12:20
12:50
14:10
14:40

15:00
15:30
15:50
16:20
16:40

9:15
9:35
10:05
10:25
10:55
11:15

11:45
12:05
12:35
13:55
14:25
14:45

新宿文化
センター発

新宿歴史博物館発新宿コズミックセンター発
15:15
15:35
16:05
16:25

3階大会議室 3階大会議室

※当日は、公共交通機関をご利用ください

主催・問合せ : 公益財団法人新宿未来創造財団（レガス新宿）　☎03-3232-7701

まが たま

　新宿区三栄町22　☎03-3359-2131 　　 　　　　【開館時間】 9:30～17:30（入館は17:00まで）

　新宿区中井2-20-1　☎03-5996-9207　　　 【開館時間】 10:00～16:30（入館は16:00まで）

　新宿区中落合2-4-21　☎03-5988-0091　　　　　　  【開館時間】 10:00～16:00

　新宿区下落合3-5-7　☎03-5906-5671　　　　　　　　　【開館時間】 10:00～16:30

新宿歴史博物館

林芙美子記念館

佐伯祐三アトリエ記念館

中村彝
つ ね

アトリエ記念館

2階
講　堂

編
あん

布
ぎん

づくり

エコバッグづくり
10:00～15:00

各先着
100名

▶ 編布づくり… 昔の布づくりの方法を体験してみましょう。
コツさえつかめば誰でも簡単にできます。

▶ エコバッグづくり…布用クレヨンやペンでオリジナルの
　　　　　　　　　　 エコバッグを作りませんか?

その他 ─ 刊行物2割引き! 9:30～17:30
（入館は17:00まで） ─

どなたでも新宿歴史博物館の刊行物が2割引きでご購入
いただけます。この機会に、気になる刊行物を手に入れ
てはいかがですか?

その他 区　内 レガスまつり
ウォーク

受付9:00～9:15
解散正午（予定） ─ 集合: 新宿歴史博物館　解散: 新宿コズミックセンター

料金: 400円　協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会

地下1階 常設展示室 観覧無料 9:30～17:30
（入館は17:00まで） ─

通常300円の常設展示が無料でご覧いただけます。
企画展示室では、写真展「新宿・昭和40年代ー熱き時代の
新宿風景」も開催中（観覧無料）。

①常設展示室
②企画展示室 花鉢の配布 ①10:30～

②13:30～
各先着
100名

常設展・企画展をご覧いただいた方に
花鉢を差し上げます。

ホワイエ
れきはく・カフェ 10:00～15:00 先着

100名
コーヒーやお茶を無料サービスします。
見学のあいまにほっと一息しませんか?

『新宿区の文化財　
 伝説・伝承』の朗読

①11:00～ ②13:00～　
③14:00～ ─ 朗読グループ「ふみのしおり」による朗読をお楽しみくださ

い。（各回20分）

1階 エントランス 勾
まが

玉
たま

づくり 10:00～15:00 先着
100名

古代の人が身につけたアクセサリー「勾玉」を作ることが
できます。

階 会　場 プログラム名 時　間 定　員 お　も　な　内　容

プログラム名 時　間 定　員 お　も　な　内　容

プログラム名 時　間 定　員 お　も　な　内　容

プログラム名　 時　間 定　員 お　も　な　内　容

 入館料無料 10:00～16:30
（入館は16:00まで） ─

当日は林芙美子記念館の入館料が無料! この機会に、東京都選定歴史
的建造物となっている記念館へぜひお越しください（建物保護のため、
部屋の内部には入れません）。
また当日は、ガイドボランティアも常駐しています。

 林芙美子作品の朗読 ①11:00～　②12:00～
③13:00～　④14:00～ ─ 朗読グループ「ふみのしおり」による朗読をお楽しみください。

（各回20分）

 花鉢の配布 13:30～  先着100名 “落合の記念館”3館をめぐると、3種類の花苗が手に入ります。

 通常開館 10:00～16:00 ─ アトリエ内では、『下落合風景』の高精彩パネル（実物大）がご覧いただけ
ます。

 花鉢の配布 11:30～  先着100名 “落合の記念館”3館をめぐると、3種類の花苗が手に入ります。

 通常開館 10:00～16:30 ─ 開館2年目を迎えた「中村彝
つ ね

アトリエ記念館」へぜひお越しください。

 お茶のサービス 10:00～  先着100名 彝
つ ね

が眺めた庭で、ゆっくりとお茶をお召し上がりください。

 花鉢の配布 10:30～  先着100名 “落合の記念館”3館をめぐると、3種類の花苗が手に入ります。

新宿区新宿6-14-1　☎03-3350-1141新宿文化センター
会　場 プログラム名 時　間 お　も　な　内　容

大ホール ワセオケ
避難訓練コンサート

13:30～
（開場13:00～）

公演中に災害が発生したと想定して避難訓練にご参加いただき、訓練後は再び演奏を
お楽しみいただけます。

小ホール 東新宿よねふく落語会
17:00～

（開場16:30～）
庶民的な古典落語に定評のある桂米福が、旬の若手を率いてたっぷり魅せます!　
入場料: 全席自由（整理番号付き）1,000円　
購入:電話予約　☎03-3350-1141（新宿文化センター、休館日を除く9時～19時）

エントランス 新宿区友好都市
紹介コーナー 9:00～22:00

新宿区の友好都市、中国・北京市東城区とギリシャ・レフカダ町の子どもたちが描い
た絵などの作品を展示するとともに、ベルリン・ミッテ区で行われた青少年交流事業
の様子をご紹介します。

前 マークは事前申し込みが必要なプログラムです。

前

無 料

無 料

無 料

無 料

無 料

無 料

無 料

無 料

イラスト:
Yaeko

無 料

無 料



新宿コズミックセンター
会　場 プログラム名 団体名・その他 会　場 プログラム名 団体名・その他

 

８
　
階

プラネタ
リウム

プラネタリウム春番組上映「輝く太陽と春の星座」
　　10:30～11:20 先着150名

星空CDコンサート　　　　　　　　　　                   14:00～15:00 レガスプラネタリウムボランティア
先着140名 

３
　
階

大会議室 講演「『走れる』カラダをつくる!ランナーのための栄養セミナー」
10:30～12:00

先着70名
講師: 松岡里和（管理栄養士）

講演「忍耐は苦しいけれども その実は甘い」                   13:00～14:00 先着70名
講師: 谷川真理（マラソンランナー）

小会議室 将棋を楽しもう! 初心者歓迎
 　　 　　　   13:00～15:30

プロ棋士などとの指導対局・自由対局
協力: （公社）日本将棋連盟 

２
　
階

大体育室 ユニカール体験 新宿区ユニカール協会

活動紹介 新宿NPOネットワーク協議会

雑貨・アクセサリー販売 銀猫舎

手拭い、着物地を使った袋物販売 文袋屋

自然物を利用したあそび & AED体験　　                    12:30～15:30 野外教育事業所ワンパク大学

ソープカービング、デコパージュの販売 など わんぷっと

中高年のための一般教養講座案内 三栄きのえね会

ストレスチェックとセルフケアの紹介　         ①11:00～　②14:00～ ストレスケアサロン相談室 満

3.11被災地 宮城県亘理の復興支援工芸品製作体験 など ふらここ

自然素材を使った文房具製作体験・販売 グリーンカルチャー

キャンドル、イタリアンジュエリーブリランテなどの製作体験 日本ヴォーグ社

メンタルカルタ販売、音声診断 あかもん

お試し鍼灸、お試し占い、雑貨・アクセサリー販売 天蠍宮 ～サロン・ドゥ・スコーピオン～

手作り小物の販売・製作体験 手芸クラブ ひまわりの会

活動紹介、飾り縄製作体験 ボーイスカウト新宿1団

姿勢ワンポイントチェック、活動紹介 （一社）ポスチュアウォーキング協会　料金: 500円

ハンドリフレクソロジーとチェアマッサージ体験 サロンバルーン

体力測定・活動報告 新宿区スポーツ推進委員協議会

ダーツにチャレンジ 新宿ダーツアミティ

着物体験、手作り体験コーナー など 日本文化支援普及協会

耐震で安心・耐震相談・防災に関する啓発 新宿区都市計画部地域整備課

鍼灸師、マッサージ師による施術・エステティックの無料体験 こころ新宿鍼灸治療院／クレシェール新宿ビューティーサロン

廊  下 生涯学習館紹介（あなたのまちの生涯学習館活動） 生涯学習館（赤城・戸山・北新宿・住吉町・西戸山）

活動紹介 新宿青年教室

新宿力☆活動紹介コーナー 人材バンク登録者、登録団体の紹介

ロビー ／
休憩スペース

抹茶でほっと一息
 ①10:30～11:30  ②13:00～14:30

新宿区花道茶道協会
料金: 300円

多目的室 いけばな体験
 ①11:00～12:00  ②13:30～14:30

新宿区花道茶道協会　
料金: 800円　※事前募集　3/24（月）締め切り

陶芸体験教室                              ①  9:40～10:40  ②11:00～12:00
③13:00～14:00  ④14:20～15:20

区内活動団体　
料金: 500円　※事前募集　3/24（月）締め切り

  

屋
　
外

正面玄関前 ガーデニングクラブから春をプレゼント   10:00～（なくなり次第終了）レガスガーデニングクラブ

フードコーナー
健康倶楽部チアーズ（焼きそば・おしるこ販売）
韓国広場（豚カルビ・チヂミ販売）
わくわく地球家族“cafe”（アジア料理・デザート販売）

１
　
階

ロビー

新宿人 on ステージ

オープニングセレモニー　                                      9:30～
かっぽれ新宿 駒乃会（かっぽれ踊り）                       9:30～10:00
やさしいフラ（フラダンス）　　                            10:00～10:30
藤貴会（日本舞踊）                                                  10:30～11:00
昭和ロマンを楽しむ会（昭和を中心とした懐かしい歌）

11:00～11:30
満会（日本舞踊）　                                                 11:30～12:00
レッツフラ（フラダンス）                                          12:00～12:30
（一社）ポスチュアウォーキング協会                         12:30～13:00
レガスポ! フラガールズ（ハワイアンフラ）              13:00～13:30
糸あやつり人形 あさ鼓　                                  13:30～14:00
混声合唱団「慈音」                                       14:00～14:30
全日本少林寺気功協会                              14:30～15:00

そば打ち実演、物産販売 群馬県沼田市
福祉商品販売と地方物産品販売 ふらっと新宿
インド・バングラディシュ・タイのフェアトレード製品販売店 チーム・ピース チャレンジャー
カレーパン販売 男子厨房に入ろう会

弓道場 集中力を研ぎ澄まそう! 弓道体験                             ①10:00～12:00
　②13:00～15:30 

新宿区弓道連盟
対象: 中学生以上　※要くつ下

第一武道場 ふうせんアート! ペンシルバルーン体験 SMILEARTH　小菅利憲
うごくおもちゃを作ろう! 工作教室 奈良貴代司　平田耕一
おはなしの会　                                            ①11:00～　②14:00～ 綺羅の会
けん玉&コマに挑戦 　　　　　　　

（公財）新宿未来創造財団カップスタックスに挑戦 　　　　
放課後子どもひろばであそぼう! 　※平成26年度の登録もできます

第二武道場 子どもチアリーディング体験                                         9:30～12:00（公社）日本チアリーディング協会
跳んでみよう! ダブルダッチ体験                                10:00～12:00 NPO法人 日本ダブルダッチ協会
ふうせんバレーボールであそぼう!                               12:30～15:00 東京ふうせんバレーボール振興委員会
巨大アートに挑戦しよう!                                            13:00～15:00 NPO法人 市民の芸術活動推進委員会
輪投げ・ボッチャであそぼう!    ①10:00～12:00　②13:00～15:00 新宿区スポーツ推進委員協議会
子ども向け講座の紹介　※講座申込みもできます （公財）新宿未来創造財団 

地  

下  

１  

階

幼児体育室 とんで・はねて・わらって　春のおはなし会&ワークショップ　
※乳幼児向け　　　                                       ①11:00～　②13:30～ 新宿よむよむ会　

多目的広場 ヤマハ楽器体験教室　                                                   9:30～12:30 ヤマハミュージックアベニュー 新宿クラッセ&新宿リフラ・プラス

わくわくドキドキ一輪車体験
　　　　　 ①12:40～13:55　
　　　　　 ②14:00～15:15

牛込一輪車クラブ
体験教室は各回先着15名程度
※体験教室は初心者～中級者対象
※飲み物、タオル、運動靴など持参
※ 一輪車の貸し出しあり（持ち込みもOK）
※ 各体験終了後、演技披露が行われます

小体育室 コズミックセンタースポーツプログラム「レガスポ!」無料体験
※ 開始15分前から小体育室前で受付、それぞれ先着①70名②35名③
30名、動きやすい服装でお越しください
※安全上、開始後の入場はできません
※高校生以上の方対象

①リフレッシュエアロ　※要室内用運動靴　    10:00～11:00

②ピラティス　　　　                                    11:20～12:20

③美しい姿勢をつくるヨーガ　                            11:20～12:20

プール 浮輪で遊ぼう コズミック浮き浮きパニック2014   　 9:30～11:30 ※要水着・水泳帽

日本泳法体験　　　　                                        　 12:30～15:00 事前募集（定員40名）水府流太田派範士による実技解説・体験
※ 3泳法（自・平・背）で25ｍ泳げる方ならどなたでも

※時間表示がないプログラムはいずれも9:30～15:30開催です

新宿区大久保3-1-2　☎03-3232-7701

※入場無料ですが、体験には有料のプログラムもあります

無料開放
弓道場、第一・第二武道場 各プログラム終了後～21:45

プール 9:30～21:45

前

前

前

前 マークは事前申し込みが必要なプログラムです。

Qooと新宿

シンちゃんが

登場するよ!
　


