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新宿コズミックセンター

大久保スポーツプラザ 新宿歴史博物館

新宿文化センター

約20分

約5分 約15分

約15分

新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701
　9:30　�オープニングセレモニー�

プラネタリウム、いけ花、ユニカール、ステージパフォーマンスなど
大久保スポーツプラザ　Tel 03-5285-1477　将棋、ステージ発表など
新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131　常設展観覧無料、勾玉づくりなど
新宿文化センター　Tel 03-3350-1141
　ワセオケ避難訓練コンサート、夢丸落語会
協賛：�（株）韓国広場、FVイーストジャパン（株）、（株）ホールサービス

日清食品ホールディングス（株）（順不同）
主催：公益財団法人新宿未来創造財団
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701
※当日は公共の交通機関や特別無料巡回バスをご利用ください
※プログラムは予告なく変更となる場合がございます

※一部のプログラムは
　有料・要事前申込み

無料
入退場
自由

毎年恒例のレガスまつりでは、
「●レきし」「●ガくしゅう」「●スポーツ」など、さまざまなジャンルの

体験コーナーやステージ発表が盛りだくさん！
新宿で暮らし、活動しているあなたの、

新しい趣味や興味のきっかけ―「レガス」を、見つけに行きませんか？

新宿文化センター
(新宿6-14-1)　
Tel 03-3350-1141

会場 内容 企画・協力 参加形態

大
ホール

ワセオケ避難訓練コンサート
開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る演奏会です。
13:30開演（13:00開場）　
全席自由・入場無料
※未就学児入場不可

早稲田大学
交響楽団

ホール
公演

小
ホール

夢丸落語会
17:30開演
（17:00開場）　
全席自由　1,600円
（チケット販売中）　
※未就学児入場不可

三笑亭夢丸、
神田松之丞、
マグナム小林　
ほか
（公社）落語芸術
協会

ホール
公演・
料

新宿歴史博物館
(三栄町22)　
Tel 03-3359-2131

会場 内容 参加形態
2F　
会議室

和風ノートづくり　
10:00～15:00（先着30名） 体

1F　
ピロティ

勾玉づくり　滑石を削って、勾玉づくりを体験できます。
10:00～15:00（先着100名） 体

新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布
展示観覧者へ春の花苗をプレゼント。
10:00～（先着200名）

配

1F　
受付

新宿歴史博物館刊行物の販売
レガスまつり特別価格の2割引きで販売します！　
9:30～17:30（入館は17:00まで）

売

B1

常設展示室 観覧無料　9:30～17:30（入館は17:00まで） 展
企画展示室 ギャラリートーク　13:00～13:30 展

ホワイエ

甲冑体験＆投扇興体験
甲冑・裃・娘の衣装の試着や、
花柳界の遊びを体験できます。　
10:00～15:00

体

林芙美子記念館
(中井2-20-1)　
Tel 03-5996-9207

内容 参加形態

観覧無料　10:00～16:30（入館は16:00まで） 展

刊行物2割引　10:00～16:30 売

新宿を花いっぱいに 　
春の花苗無料配布
10:00～（先着100名）

配

お茶のサービス　
10:00～（なくなり次第終了） 配

朗読会
①11:00～�②12:00～�③13:00～（各回20～30分程度） 体

佐伯祐三アトリエ記念館
(中落合2-4-21)　
Tel 03-5988-0091

内容 参加形態
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名）配
お茶のサービス　10:00～（なくなり次第終了） 配
刊行物2割引　10:00～16:00 売

中村彝
つね

アトリエ記念館
(下落合3-5-7)　
Tel 03-5906-5671

内容 参加形態
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名）配
お茶のサービス　10:00～（なくなり次第終了） 配
刊行物2割引　10:00～16:30 売
落合3館めぐり　10:30～12:00
（10:30までに中村彝アトリエ記念館へ直接お越しください。） 体

（新宿文化センター
  まつり）

※乗車定員を超える場合は、次の便のご案内となります。
※交通状況により、運行に遅れが生じる場合があります。
※○印の便は大久保スポーツプラザには停車しません。
※★印の便は歴史博物館止まりです。（最終入館は17:00）

各発時間 新宿コズミックセンター 大久保スポーツプラザ 新宿歴史博物館 新宿文化センター
9時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 30　　
10時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 00　　　30　　
11時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　　 　　 00　　　30　　
12時 　45　　 　55　　 15　　　45　　 　30　　
13時 15　　　　　 　  25　　　　 　　 45　　 00　　　　　 　
14時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 00　　　30　　
15時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 00　　　30　　
16時 15　　　45★　 15　　　45　　 00　　　30　　
17時 15★ 　　　　　  00　　　　　 　

レガスの「放課後子どもひろば」

を体験しよう

今年の「ロビーONステージ」も

多彩なグループが出演！

新宿歴史博物館や、
アトリエ記念館でもお待ちしています

新宿文化センターでは、演奏会＋避難訓練

新しい趣味を見つけに出かけませんか？
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新宿コズミックセンター
(大久保3-1-2)　
Tel 03-3232-7701

会場 内容 参加形態 企画・協力

8F　
プラネタリウム

ギリシャ神話をもとにした詩朗読劇としの笛演奏　
11:00～11:30（開場10:30）�� 発 世界でいちばん

ちいさな劇場　バンク
イージーリスニング♪星空ＣＤコンサート
14:00～14:40（開場13:30）先着140名　※途中、春の星空解説あり 発 レガス☆プラネタリウムボランティア

5F　大研修室 東洋医学でいきいき健康生活／区民公開講座・体験コーナー 体・学 （公社）東京都鍼灸師会新宿支部

3F　大会議室

健康に関する講習『ちょっと聞きたい体の悩みをお医者さんが解決！』
9:30～15:30 体・学 Ｄｒ.ＴＡＫＡ（株）

将棋を楽しもう ! 将棋道場・プロ棋士の指導対局あり
12:00～15:30(最終受付15:00) 体 （公社）日本将棋連盟

3F　小会議室 プロ講師による指導と麻雀体験　11:00～15:30 体 健康マージャンサークルらくじゃん

2F　大体育室

自然物を利用したあそび、クラフト、おもちゃ&AED体験　11:00～15:30 体 野外教育事業所ワンパク大学
占い・雑貨販売 体・売 占術家・天恍・月洸
体力測定・輪投げ＆ボッチャ体験　 コミュニティスポーツ大会種目 体 新宿区スポーツ推進委員協議会
ユニカール体験　 コミュニティスポーツ大会種目 体 新宿区ユニカール協会
ダーツにチャレンジ！ 体 新宿ダーツアミティ
フラに関するクラフト品の販売と小物制作ワークショップ 体・売 やさしいフラ
振袖、七五三着物着用体験・髪飾りなど手作り作品販売 体・売 NPO法人日本文化支援普及協会
自然素材を使った製作体験、障がい者施設で作ったチョコレート販売 体・売 （一社）グリーンカルチャー
ソープカービング作品の販売、ソープカービング有料ワークショップ 売 わんぷっと
中高年のための一般教養講座運営の紹介、写真等による事業活動の紹介 展 三栄きのえね会
耐震支援事業パンフレットの配布、アンケート実施と啓発グッズの配布 展 新宿区都市計画部地域整備課
ハンドリフレクソロジーとチェアマッサージ、自力整体の有料体験 体・料 サロンバルーン
ストレスチェックとセルフケアの紹介・プチ脳ストレッチ　11:00～　13:30～ 体 ストレスケアサロン相談室　満
占い、雑貨・アクセサリー販売 体・売 天蠍宮～サロン・ドゥ・スコーピオン～
伝統木造建築の釘・金物を使わない木組み取り外し・組立体験 体 木組み博物館
アロマハンドマッサージ・終活相談・入棺体験など　 体・展 終活サポーターズ　バンク
ＮＰＯ団体活動紹介・パネル展示 展 （一社）新宿ＮＰＯネットワーク協議会
婚活講座ご紹介・ブライダルおもしろクイズ　 体 ブライダルサロン家族くらぶ　バンク

大体育室ONステージ

10:00～10:15

発

SHINJUKU�CHEERCASE�EMERALDS（小学生チアリーディング）
10:15～10:45 西戸山トワラーズ
10:45～11:15 スマイルリングス（チアダンス）
11:30～12:00 落合ブラスアンサンブル
12:15～12:45 鼓舞太の会（和太鼓演奏）
13:00～13:30 やさしいフラ
13:30～14:00 四谷フラダンスの会
14:00～14:30 レガスポ！フラガールズ
14:30～15:00 たかに太鼓

2F　多目的室

いけ花体験教室　11:00～　13:30～
※事前申込み制（3月22日必着）　定員に空きがある場合のみ当日参加可 体・料

新宿区花道茶道協会
抹茶でホッと一息　抹茶体験　
10:30～12:00　13:30～15:00　参加料300円 体・料

2F　
ロビー ･廊下

活動紹介・リーフレット配布 展 アンスティチュ・フランセ東京
新宿青年教室の活動紹介 展 （公財）新宿未来創造財団
生涯学習館の活動紹介 展 （公財）新宿未来創造財団
ゆるキャラ競演　ぐんまちゃん、同心くん 発 群馬県　新宿百人町明るい会商店街振興組合

1F　弓道場 弓道体験　10:00～12:00　13:00～15:30　※中学生以上対象　要靴下 体 新宿区弓道連盟

1F　ロビー ロビー ONステージ

9:30～

発

オープニングセレモニー
9:45～10:15 ダンス・ア・ラ・カルト（フラメンコ・ジャズダンス他）
10:15～10:45 藤貴会(日本舞踊)
10:45～11:15 ボランティア五輪協(自作自演の新五輪音頭)　バンク
11:15～11:45 かっぽれ新宿駒乃会
11:45～12:15 レッツフラ
12:15～12:45 戸山ひまわり（知的障がいのある方による手話ダンス）
12:45～13:15 昭和ロマンを楽しむ会(昭和歌謡と演歌)
13:15～13:30 Ｓｔｅｐ�Ｂｙ�Ｓｔｅｐ（ダンス＆ヴォーカル）　
13:30～14:00 ＳＤＣ（Ｓｈｉｎｊｕｋｕ�Ｄａｎｃｅ�Ｃｒｅｗ）
14:00～14:30 カポエィラ・テンポ(ブラジル伝統格闘技)
14:30～15:00 新宿えのき合唱団

会場 内容 参加形態 企画・協力

1F　ロビー

カレーパンの販売

売・食

男子厨房に入ろう会
新宿区内福祉作業所手作り商品の販売　9:30～　 （公財）新宿区勤労者・仕事支援センター
クッキー・パウンドケーキの販売 デュマン新宿第二あした作業所
内藤とうがらし入り食品・絵葉書など関連商品の販売 新宿内藤とうがらしプロジェクト
そば打ち実演、そばつゆ・農産物の販売 群馬県沼田市観光交流課

玄関前広場

トッポギ、キムバ（海苔巻き）、チヂミの調理販売・韓国食品販売

売・食

（株）韓国広場
トスカーナポテト・塩レモン唐揚げ等カップフード Yee�Dining
串焼きケータリングカー 千葉うまかっ部屋
ウインナー焼き・酸辣スープ・クッキー＆コーヒー わくわく地球家族アジアカフェ
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配 レガス・ガーデニングクラブ

1F　武道場

自分の宝物を作ろう！　10:00～12:00 体 NPO法人市民の芸術活動推進委員会（CCAAアートプラザ）
（レガス図工クラブ）

なわとびパフォーマンス＆ダブルダッチ、短縄指導
①13:00～13:15パフォーマンス　13:15～14:00指導
②14:00～14:15パフォーマンス　14:15～15:00指導
※ダブルダッチ、短縄指導は各回定員20名　各回30分前に整理券配布

体・発
体育指導のスタートライン
（有）WIN�AGENT
（小学生スポーツ教室）

トリックアートで体験！「目の錯覚を体験しよう～錯視～」
10:00～12:00 体 NPO法人共育塾

（レガスサイエンスクラブ）
つくって遊ぼう！　木工作教室・木片を組み合わせて手づくりのおもちゃ
を作ってみよう。13:00～15:00 体 ＮＰＯ法人東京児童文化協会

（レガス子どもクラブ）
レガス子どもクラブの魅力を紹介&28年度受付 展 （公財）新宿未来創造財団
小学校放課後子どもひろばの魅力を紹介＆28年度登録受付 展 （公財）新宿未来創造財団

B1　
幼児体育室

春はうきうき　おはなしまつり　絵本&紙芝居&パネルシアター
①11:00～12:00　　②13:30～14:30 体 新宿よむよむ会

B1　
多目的広場

わくわくドキドキ一輪車体験コーナー
①9:45～　②11:00～　③13:00～　④14:15～ 体・発 牛込一輪車クラブ

B1　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
①コンディショニングストレッチ　10:00～10:45　定員70名　高校生以
上対象
②脂肪燃焼エアロ　11:15～12:00　定員70名　高校生以上対象

体
持ち物：運動ができる服装･タオル･飲み物
　　　　②脂肪燃焼エアロは室内運動靴持参
各回開始15分前から先着順

社交ダンス・レッスン＆パーティ／ジルバを踊ろう!!!
①レッスン13:00～14:30　②パーティ14:30～15:30 発・体 新宿区ダンススポーツ連盟

B1　プール 浮輪で遊ぼう！　コズミック浮き浮きパニック２０１６　9:00～11:00 体 （公財）新宿未来創造財団

屋外
プログラム

レガス健康ウォーキング　新宿コズミックセンター（スタート）～新宿歴
史博物館（ゴール）�8:40集合　12:00頃解散予定※1名400円　 体・料 NPO法人新宿区ウオーキング協会

展…展示　　体…体験　　　　学…講演学習会　　発…発表　　バンク…生涯学習指導者・支援者バンク登録者
売…販売　　食…飲食販売　　配…無料配布　　　料…有料

各プログラム材料や会場定員に達した時点で終了いたします。

弓道場、第一･第二武道場　……　各プログラム終了後～21:45
プール　……　各プログラム終了後～21:45�

ス ポ ー ツ 施 設 無 料 開 放

プール注意事項　※小学3年生以下の方は、20歳以上の水着を着
用した保護者の付き添いが必要です（保護者1名に対して、子ども
2名まで入場可）。　※オムツが取れた幼児から利用できます。　
※安全上、混雑時は入場制限を行います。

大久保スポーツプラザ
(大久保3-7-42　新宿中継・資源センター3階)　
Tel 03-5285-1477

会場 内容 参加形態 企画・協力

3F　
テニスコート

硬式テニス入門～プラザ・ワンポイントレッスン
①10:00～12:00　②13:00～15:00　各回20名　
※事前申込み制（3月25日必着）

体・学 新宿区硬式庭球連盟

3F　和室 将棋を楽しもう！　将棋道場・プロ棋士の指導対局あり。
9:30～14:00(最終受付13:30) 体 （公社）日本将棋連盟

3F　
多目的ホール プラザONステージ

11:00～12:00
発

オープニングコンサート　新宿トラッドジャズトリオ
12:00～12:30 新宿区吹奏楽団　クラリネットアンサンブル
12:30～13:00 発・体 日本の歌を楽しもう！（日本語を母国語にしない人によるコーラス）
13:00～13:30

発

中央アジア友の会（シルクロードの民族舞踊）
13:30～13:50 ぢゃんが楽（ヒップホップダンス）
13:50～14:15 SKY�WINGS（チアダンス）　
14:15～14:45 The�Diamond�Lilies（ゴスペル）
14:45～15:15 スコットホールゴスペルクワイヤー

3F　ロビー
パンの販売　10:00～ 売・食 高田馬場福祉作業所ベーカリーカフェ『まりそる』
新宿を花いっぱいに 　
春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配 レガス・ガーデニングクラブ

新宿コズミックセンター

※事前申込みプログラムの申込み方法などは、レガスまつりウェブサイトにてご確認ください。http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=104848

今年から新たに会場になりました。
体験しに来てくださいね！
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レガスまつりレガスまつり20162016 レガスまつりレガスまつり20162016

新宿コズミックセンター
(大久保3-1-2)　
Tel 03-3232-7701

会場 内容 参加形態 企画・協力

8F　
プラネタリウム

ギリシャ神話をもとにした詩朗読劇としの笛演奏　
11:00～11:30（開場10:30）�� 発 世界でいちばん

ちいさな劇場　バンク
イージーリスニング♪星空ＣＤコンサート
14:00～14:40（開場13:30）先着140名　※途中、春の星空解説あり 発 レガス☆プラネタリウムボランティア

5F　大研修室 東洋医学でいきいき健康生活／区民公開講座・体験コーナー 体・学 （公社）東京都鍼灸師会新宿支部

3F　大会議室

健康に関する講習『ちょっと聞きたい体の悩みをお医者さんが解決！』
9:30～15:30 体・学 Ｄｒ.ＴＡＫＡ（株）

将棋を楽しもう ! 将棋道場・プロ棋士の指導対局あり
12:00～15:30(最終受付15:00) 体 （公社）日本将棋連盟

3F　小会議室 プロ講師による指導と麻雀体験　11:00～15:30 体 健康マージャンサークルらくじゃん

2F　大体育室

自然物を利用したあそび、クラフト、おもちゃ&AED体験　11:00～15:30 体 野外教育事業所ワンパク大学
占い・雑貨販売 体・売 占術家・天恍・月洸
体力測定・輪投げ＆ボッチャ体験　 コミュニティスポーツ大会種目 体 新宿区スポーツ推進委員協議会
ユニカール体験　 コミュニティスポーツ大会種目 体 新宿区ユニカール協会
ダーツにチャレンジ！ 体 新宿ダーツアミティ
フラに関するクラフト品の販売と小物制作ワークショップ 体・売 やさしいフラ
振袖、七五三着物着用体験・髪飾りなど手作り作品販売 体・売 NPO法人日本文化支援普及協会
自然素材を使った製作体験、障がい者施設で作ったチョコレート販売 体・売 （一社）グリーンカルチャー
ソープカービング作品の販売、ソープカービング有料ワークショップ 売 わんぷっと
中高年のための一般教養講座運営の紹介、写真等による事業活動の紹介 展 三栄きのえね会
耐震支援事業パンフレットの配布、アンケート実施と啓発グッズの配布 展 新宿区都市計画部地域整備課
ハンドリフレクソロジーとチェアマッサージ、自力整体の有料体験 体・料 サロンバルーン
ストレスチェックとセルフケアの紹介・プチ脳ストレッチ　11:00～　13:30～ 体 ストレスケアサロン相談室　満
占い、雑貨・アクセサリー販売 体・売 天蠍宮～サロン・ドゥ・スコーピオン～
伝統木造建築の釘・金物を使わない木組み取り外し・組立体験 体 木組み博物館
アロマハンドマッサージ・終活相談・入棺体験など　 体・展 終活サポーターズ　バンク
ＮＰＯ団体活動紹介・パネル展示 展 （一社）新宿ＮＰＯネットワーク協議会
婚活講座ご紹介・ブライダルおもしろクイズ　 体 ブライダルサロン家族くらぶ　バンク

大体育室ONステージ

10:00～10:15

発

SHINJUKU�CHEERCASE�EMERALDS（小学生チアリーディング）
10:15～10:45 西戸山トワラーズ
10:45～11:15 スマイルリングス（チアダンス）
11:30～12:00 落合ブラスアンサンブル
12:15～12:45 鼓舞太の会（和太鼓演奏）
13:00～13:30 やさしいフラ
13:30～14:00 四谷フラダンスの会
14:00～14:30 レガスポ！フラガールズ
14:30～15:00 たかに太鼓

2F　多目的室

いけ花体験教室　11:00～　13:30～
※事前申込み制（3月22日必着）　定員に空きがある場合のみ当日参加可 体・料

新宿区花道茶道協会
抹茶でホッと一息　抹茶体験　
10:30～12:00　13:30～15:00　参加料300円 体・料

2F　
ロビー ･廊下

活動紹介・リーフレット配布 展 アンスティチュ・フランセ東京
新宿青年教室の活動紹介 展 （公財）新宿未来創造財団
生涯学習館の活動紹介 展 （公財）新宿未来創造財団
ゆるキャラ競演　ぐんまちゃん、同心くん 発 群馬県　新宿百人町明るい会商店街振興組合

1F　弓道場 弓道体験　10:00～12:00　13:00～15:30　※中学生以上対象　要靴下 体 新宿区弓道連盟

1F　ロビー ロビー ONステージ

9:30～

発

オープニングセレモニー
9:45～10:15 ダンス・ア・ラ・カルト（フラメンコ・ジャズダンス他）
10:15～10:45 藤貴会(日本舞踊)
10:45～11:15 ボランティア五輪協(自作自演の新五輪音頭)　バンク
11:15～11:45 かっぽれ新宿駒乃会
11:45～12:15 レッツフラ
12:15～12:45 戸山ひまわり（知的障がいのある方による手話ダンス）
12:45～13:15 昭和ロマンを楽しむ会(昭和歌謡と演歌)
13:15～13:30 Ｓｔｅｐ�Ｂｙ�Ｓｔｅｐ（ダンス＆ヴォーカル）　
13:30～14:00 ＳＤＣ（Ｓｈｉｎｊｕｋｕ�Ｄａｎｃｅ�Ｃｒｅｗ）
14:00～14:30 カポエィラ・テンポ(ブラジル伝統格闘技)
14:30～15:00 新宿えのき合唱団

会場 内容 参加形態 企画・協力

1F　ロビー

カレーパンの販売

売・食

男子厨房に入ろう会
新宿区内福祉作業所手作り商品の販売　9:30～　 （公財）新宿区勤労者・仕事支援センター
クッキー・パウンドケーキの販売 デュマン新宿第二あした作業所
内藤とうがらし入り食品・絵葉書など関連商品の販売 新宿内藤とうがらしプロジェクト
そば打ち実演、そばつゆ・農産物の販売 群馬県沼田市観光交流課

玄関前広場

トッポギ、キムバ（海苔巻き）、チヂミの調理販売・韓国食品販売

売・食

（株）韓国広場
トスカーナポテト・塩レモン唐揚げ等カップフード Yee�Dining
串焼きケータリングカー 千葉うまかっ部屋
ウインナー焼き・酸辣スープ・クッキー＆コーヒー わくわく地球家族アジアカフェ
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配 レガス・ガーデニングクラブ

1F　武道場

自分の宝物を作ろう！　10:00～12:00 体 NPO法人市民の芸術活動推進委員会（CCAAアートプラザ）
（レガス図工クラブ）

なわとびパフォーマンス＆ダブルダッチ、短縄指導
①13:00～13:15パフォーマンス　13:15～14:00指導
②14:00～14:15パフォーマンス　14:15～15:00指導
※ダブルダッチ、短縄指導は各回定員20名　各回30分前に整理券配布

体・発
体育指導のスタートライン
（有）WIN�AGENT
（小学生スポーツ教室）

トリックアートで体験！「目の錯覚を体験しよう～錯視～」
10:00～12:00 体 NPO法人共育塾

（レガスサイエンスクラブ）
つくって遊ぼう！　木工作教室・木片を組み合わせて手づくりのおもちゃ
を作ってみよう。13:00～15:00 体 ＮＰＯ法人東京児童文化協会

（レガス子どもクラブ）
レガス子どもクラブの魅力を紹介&28年度受付 展 （公財）新宿未来創造財団
小学校放課後子どもひろばの魅力を紹介＆28年度登録受付 展 （公財）新宿未来創造財団

B1　
幼児体育室

春はうきうき　おはなしまつり　絵本&紙芝居&パネルシアター
①11:00～12:00　　②13:30～14:30 体 新宿よむよむ会

B1　
多目的広場

わくわくドキドキ一輪車体験コーナー
①9:45～　②11:00～　③13:00～　④14:15～ 体・発 牛込一輪車クラブ

B1　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
①コンディショニングストレッチ　10:00～10:45　定員70名　高校生以
上対象
②脂肪燃焼エアロ　11:15～12:00　定員70名　高校生以上対象

体
持ち物：運動ができる服装･タオル･飲み物
　　　　②脂肪燃焼エアロは室内運動靴持参
各回開始15分前から先着順

社交ダンス・レッスン＆パーティ／ジルバを踊ろう!!!
①レッスン13:00～14:30　②パーティ14:30～15:30 発・体 新宿区ダンススポーツ連盟

B1　プール 浮輪で遊ぼう！　コズミック浮き浮きパニック２０１６　9:00～11:00 体 （公財）新宿未来創造財団

屋外
プログラム

レガス健康ウォーキング　新宿コズミックセンター（スタート）～新宿歴
史博物館（ゴール）�8:40集合　12:00頃解散予定※1名400円　 体・料 NPO法人新宿区ウオーキング協会

展…展示　　体…体験　　　　学…講演学習会　　発…発表　　バンク…生涯学習指導者・支援者バンク登録者
売…販売　　食…飲食販売　　配…無料配布　　　料…有料

各プログラム材料や会場定員に達した時点で終了いたします。

弓道場、第一･第二武道場　……　各プログラム終了後～21:45
プール　……　各プログラム終了後～21:45�

ス ポ ー ツ 施 設 無 料 開 放

プール注意事項　※小学3年生以下の方は、20歳以上の水着を着
用した保護者の付き添いが必要です（保護者1名に対して、子ども
2名まで入場可）。　※オムツが取れた幼児から利用できます。　
※安全上、混雑時は入場制限を行います。

大久保スポーツプラザ
(大久保3-7-42　新宿中継・資源センター3階)　
Tel 03-5285-1477

会場 内容 参加形態 企画・協力

3F　
テニスコート

硬式テニス入門～プラザ・ワンポイントレッスン
①10:00～12:00　②13:00～15:00　各回20名　
※事前申込み制（3月25日必着）

体・学 新宿区硬式庭球連盟

3F　和室 将棋を楽しもう！　将棋道場・プロ棋士の指導対局あり。
9:30～14:00(最終受付13:30) 体 （公社）日本将棋連盟

3F　
多目的ホール プラザONステージ

11:00～12:00
発

オープニングコンサート　新宿トラッドジャズトリオ
12:00～12:30 新宿区吹奏楽団　クラリネットアンサンブル
12:30～13:00 発・体 日本の歌を楽しもう！（日本語を母国語にしない人によるコーラス）
13:00～13:30

発

中央アジア友の会（シルクロードの民族舞踊）
13:30～13:50 ぢゃんが楽（ヒップホップダンス）
13:50～14:15 SKY�WINGS（チアダンス）　
14:15～14:45 The�Diamond�Lilies（ゴスペル）
14:45～15:15 スコットホールゴスペルクワイヤー

3F　ロビー
パンの販売　10:00～ 売・食 高田馬場福祉作業所ベーカリーカフェ『まりそる』
新宿を花いっぱいに 　
春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配 レガス・ガーデニングクラブ

新宿コズミックセンター

※事前申込みプログラムの申込み方法などは、レガスまつりウェブサイトにてご確認ください。http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=104848

今年から新たに会場になりました。
体験しに来てくださいね！
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この春、わたしのレガス
見つけに行こう!

この春、わたしのレガス
見つけに行こう!

4月2日（土）9：30～4月2日（土）9：30～

20162016
レガスまつりレガスまつり

レガスまつりレガスまつり20162016

レガスまつり特別無料巡回バスレガスまつり特別無料巡回バスレガスまつり特別無料巡回バスレガスまつり特別無料巡回バス

新宿コズミックセンター

大久保スポーツプラザ 新宿歴史博物館

新宿文化センター

約20分

約5分 約15分

約15分

新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701
　9:30　�オープニングセレモニー�

プラネタリウム、いけ花、ユニカール、ステージパフォーマンスなど
大久保スポーツプラザ　Tel 03-5285-1477　将棋、ステージ発表など
新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131　常設展観覧無料、勾玉づくりなど
新宿文化センター　Tel 03-3350-1141
　ワセオケ避難訓練コンサート、夢丸落語会
協賛：�（株）韓国広場、FVイーストジャパン（株）、（株）ホールサービス

日清食品ホールディングス（株）（順不同）
主催：公益財団法人新宿未来創造財団
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701
※当日は公共の交通機関や特別無料巡回バスをご利用ください
※プログラムは予告なく変更となる場合がございます

※一部のプログラムは
　有料・要事前申込み

無料
入退場
自由

毎年恒例のレガスまつりでは、
「●レきし」「●ガくしゅう」「●スポーツ」など、さまざまなジャンルの

体験コーナーやステージ発表が盛りだくさん！
新宿で暮らし、活動しているあなたの、

新しい趣味や興味のきっかけ―「レガス」を、見つけに行きませんか？

新宿文化センター
(新宿6-14-1)　
Tel 03-3350-1141

会場 内容 企画・協力 参加形態

大
ホール

ワセオケ避難訓練コンサート
開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る演奏会です。
13:30開演（13:00開場）　
全席自由・入場無料
※未就学児入場不可

早稲田大学
交響楽団

ホール
公演

小
ホール

夢丸落語会
17:30開演
（17:00開場）　
全席自由　1,600円
（チケット販売中）　
※未就学児入場不可

三笑亭夢丸、
神田松之丞、
マグナム小林　
ほか
（公社）落語芸術
協会

ホール
公演・
料

新宿歴史博物館
(三栄町22)　
Tel 03-3359-2131

会場 内容 参加形態
2F　
会議室

和風ノートづくり　
10:00～15:00（先着30名） 体

1F　
ピロティ

勾玉づくり　滑石を削って、勾玉づくりを体験できます。
10:00～15:00（先着100名） 体

新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布
展示観覧者へ春の花苗をプレゼント。
10:00～（先着200名）

配

1F　
受付

新宿歴史博物館刊行物の販売
レガスまつり特別価格の2割引きで販売します！　
9:30～17:30（入館は17:00まで）

売

B1

常設展示室 観覧無料　9:30～17:30（入館は17:00まで） 展
企画展示室 ギャラリートーク　13:00～13:30 展

ホワイエ

甲冑体験＆投扇興体験
甲冑・裃・娘の衣装の試着や、
花柳界の遊びを体験できます。　
10:00～15:00

体

林芙美子記念館
(中井2-20-1)　
Tel 03-5996-9207

内容 参加形態

観覧無料　10:00～16:30（入館は16:00まで） 展

刊行物2割引　10:00～16:30 売

新宿を花いっぱいに 　
春の花苗無料配布
10:00～（先着100名）

配

お茶のサービス　
10:00～（なくなり次第終了） 配

朗読会
①11:00～�②12:00～�③13:00～（各回20～30分程度） 体

佐伯祐三アトリエ記念館
(中落合2-4-21)　
Tel 03-5988-0091

内容 参加形態
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名）配
お茶のサービス　10:00～（なくなり次第終了） 配
刊行物2割引　10:00～16:00 売

中村彝
つね

アトリエ記念館
(下落合3-5-7)　
Tel 03-5906-5671

内容 参加形態
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名）配
お茶のサービス　10:00～（なくなり次第終了） 配
刊行物2割引　10:00～16:30 売
落合3館めぐり　10:30～12:00
（10:30までに中村彝アトリエ記念館へ直接お越しください。） 体

（新宿文化センター
  まつり）

※乗車定員を超える場合は、次の便のご案内となります。
※交通状況により、運行に遅れが生じる場合があります。
※○印の便は大久保スポーツプラザには停車しません。
※★印の便は歴史博物館止まりです。（最終入館は17:00）

各発時間 新宿コズミックセンター 大久保スポーツプラザ 新宿歴史博物館 新宿文化センター
9時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 30　　
10時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 00　　　30　　
11時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　　 　　 00　　　30　　
12時 　45　　 　55　　 15　　　45　　 　30　　
13時 15　　　　　 　  25　　　　 　　 45　　 00　　　　　 　
14時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 00　　　30　　
15時 15　　　45　　 25　　　55　　 15　　　45　　 00　　　30　　
16時 15　　　45★　 15　　　45　　 00　　　30　　
17時 15★ 　　　　　  00　　　　　 　

レガスの「放課後子どもひろば」

を体験しよう

今年の「ロビーONステージ」も

多彩なグループが出演！

新宿歴史博物館や、
アトリエ記念館でもお待ちしています

新宿文化センターでは、演奏会＋避難訓練

新しい趣味を見つけに出かけませんか？
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