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www.re
gasu-s

hin
ju

ku
.o

r.
jp

www.re
gasu-s

hin
ju

ku
.o

r.
jp

ピック
アップ！

冬つらら号

(終了予定)

3/4［土］
10:00-16:00

星空おはなし 
まつり★親子向けイベント★
お子さまから大
人まで、一緒に
大きな声で笑っ
たり、歌ったりで
きる楽しいイベン
トです！　
お星さまの見つ
け方、 絵本・紙
芝居・パネルシ
アターなどを予
定しています♪

（途中、冬の星空
解説があります）
日時：2月26日（日）14:00開演（13:30開場）
定員：140名（先着順）　　
申込み：�当日13:00から8階にて整理券配布（なくなり

次第締め切り）。

平成29年1月20日発行
公益財団法人新宿未来創造財団　
Tel�03-3232-7701

申し込みにあたって取得する個人情報は、当該講
座・イベントに係る諸連絡の目的で利用するもの
とし、それ以外の利用はいたしません。　
��※�在学の場合は、学校名をご記入ください。

講座申し込み時のお願い
・�応募人数が最少催行人数に満たない場合、開催しないこと
があります。
・�在学・在勤の場合は、学校名・勤務先名とその所在地をご
記入ください。
・�講座参加料入金後のキャンセルおよび欠席時の返金はいたし
かねます。
・�講座・イベントの参加にあたっては、万一の事故の発生に備
えて、スポーツ安全保険などの傷害保険へ加入されることを
おすすめします。

申込先（往復はがきの場合）
新宿コズミックセンター
（地域交流課、子ども支援課、スポーツ課）
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2　

往信（表） 返信（裏）
記
入
し
な
い

申
込
先

52
円

返信（表） 往信（裏）

お
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52
円

①申し込む講座名
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号　⑤年齢・性別
⑥（在勤・在学の場合）名称と所在地

Web
マークのついた講座は、インターネットから
申し込み可　
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

対象：小学生350名（多数抽選）�
※区内在住・在学の方優先。保護者同伴可。

料金：2,000円（材料費含む）　
※キャンセルによる返金不可

申込み：�2月15日（水）必着。往復はがきにて、記
載例（4面）のほか、学校名・学年・保護
者氏名・緊急連絡先を記入し、新宿コズ
ミックセンターへ。
※時間やプログラムを指定しての申し込
みはできません。
※定員があるものは当日朝9:30頃から整
理券を配布します。整理券がない場合は
原則参加できません。
※プログラムは都合により変更する場合
があります。プログラムの変更があった
場合でも、参加料金の返金はいたしかね
ますので、あらかじめご了承ください。
※随時受付のプログラムでも調整等のた
め待ち時間が生じる場合があります。

問合せ：子ども支援課　Tel 03-3232-5122 Web

記載例

無料

要事前
申し込み
1月20日（金）から

無料

オリンピックに出場したトップアスリートによる水泳教室を、新宿コズミックセンターにて開催します。
当日は指導のほか、オリンピックなどの国際大会での体験談も聞くことができます。
日時：3月12日（日）� ①11:30～12:30　②13:00～14:00　講師：松村亜矢子さん

� � ③14:30～15:30　④16:00～17:00　講師：古賀淳也さん
会場：新宿コズミックセンター　地下1階プール
対象：小学3～6年生（泳力25m以上）　各回30名（多数抽選）　※3年生は保護者（20歳以上）のプールサイドでの同伴必須（保護者の水着は不要）　
申込み：�2月20日（月）必着。はがき、または新宿コズミックセンターなどで配布するチラシ兼申込書に記載例（下段）のほか、参加希望番号（①～④複数選択可）、

保護者氏名、水泳歴（年数）、所属クラブ等（あれば）を記入し、新宿コズミックセンターへ。当選者のみ3月3日（金）までに案内を郵送します。※電話
番号は当日連絡可能な番号をお知らせください。

問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

現役トップ選手による夢のレッスン！
古賀淳也さん
埼玉県出身。世界水泳2009�100m背泳金メダリスト。リオデジャネイロ
五輪400mフリーリレー・ファイナリスト。世界水泳(短水路)2016�50m
背泳金メダリスト、リレー3種目で銅メダリスト。スタートの反応速度は世
界トップレベルで、2020年の東京五輪に向けて現役で世界を転戦中。

水泳の楽しさ、自分に負けない心を学ぼう！
松村亜矢子さん
愛知県出身。世界水泳2大会で6つのメダルを獲得。北京五輪チーム5位
入賞。現役引退後、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科を修了し、大
学教員として活躍中。現役時代の経験をもとにした教室や講演を全国で
積極的に行っている。

サイエンスフェ
スタ

サイエンスフェ
スタ

レガス 2017
見て さわって つくる　教科書がいらない科学のあそび場

集まれ！！　未来の
科学者たち

トップ
アスリートが
直接指導！

Web

モーツァルトからジブリまで
ピアノとヴァイオリン♪親子星空コンサート
～世界で活躍するアーティストとの交流～
プラネタリウムドームの満天の星の下、音楽の楽しさ
や素晴らしさをドーム空間で体感し、親子の触れ合い
と癒しのひとときを過ごしませんか？　春の星座の物語
とともに、海外で活躍する一流の演奏家たちによる演
奏とトークで、本格的なクラシックや映画音楽などをお
楽しみください。
途中、春の星空解説があります。
日時：3月12日（日）15:00～16:10（予定）　
出演：山根まり子�（新宿区出身、ドイツ国立マンハイム音楽大学講師）、

三雲はるな（東京芸術大学大学院在学中）
曲目：モーツァルト「きらきら星変奏曲」、ショパン「ワルツ」、久石譲「ジブリの世界」、「星に願いを」ほか
対象：小中学生とその保護者　140名�（多数抽選）�※全席自由、未就学児不可　
料金：小中学生無料、大人500円（当日支払い）　
申込み：�2月5日（日）～2月27日(月)必着。往復はがきにて、記載例（下記）のほか、学年・同伴者

の人数を記入し、新宿コズミックセンターへ。窓口で申込みも可。返信用52円のはがき
をお持ちください。詳しくは新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください。
※公演中の入退場など、他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。
※休憩時間がありませんので、あらかじめご了承ください。

Web

会場：新宿コズミックセンター

古賀淳也さん 
リオデジャネイロ五輪
競泳男子日本代表

松村亜矢子さん 
北京五輪シンクロナイズド・
スイミング日本代表

三雲はるな
（ヴァイオリン）

山根まり子
（ピアノ）
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肉食恐竜ティラノ
サウルスと角竜トリ

ケラトプスを 
体感しよう！

協力：(株)ココロ
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ー
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大
体
育
室

2階

科学実験ショー
サイエンスバトラー ｜ 協力：ソニー・

　エクスプローラ
　サイエンス

科学の得意技をもつサイエンスバトラー
たちが科学実験で対決。わくわくです！
時間：�①10:00～10:50　

②13:00～13:50
※観覧自由。大人数の場合規制あり。

注目プログラム❶

新宿区小学生囲碁大会
囲碁は集中力や考える力を養うことができる頭脳スポーツです。
区内小学生大会に出場して実力を試してみませんか。

日時：3月5日(日）10:00～15:00
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
対象：小学1～6年生　50名（多数抽選）

※区内在住・在学の方優先
料金：500円　協力：（公財）日本棋院　
申込み：�2月21日（火）必着。往復はがきで

記載例（4面）のとおり記入し、
新宿コズミックセンターへ。

第9回 新宿区小学生百人一首かるた大会
「百人一首かるた」の小学生大会です。映画・漫画「ちはやふる」で話題の競技かるたを体験できます。
お子さまが親しみやすい「五色かるた」を使用します。優秀者には表彰もあります。
大会後半には、お楽しみイベント「散らし取り」が開催されます。ぜひご参加ください。
日時：2月26日(日）10:40～15:30(予定)　会場：新宿コズミックセンター　1階第一武道場
対象：小学1～6年生（多数抽選）※区内在住・在学の方優先　【1部】小学4～6年生　25名　【2部】小学1～3
年生　25名　定員に空きがある場合は、新宿区在住・在学以外の児童も参加できますが、その場合はオープ
ン参加とし、表彰の対象とはなりません。料金：600円　協力：（一社）全日本かるた協会所属　東京東会
その他：本大会のルールや競技方法は、新宿未来創造財団ウェブサイト、新宿コズミックセンターの窓口などに
ある要項をご覧ください。申込み：1月30日（月）必着。往復はがきにて、記載例（4面）のほか、学校名、
学年、参加部門、百人一首の経験の有無を記入し、新宿コズミックセンターへ。

WebWeb

五色かるたを使用します これぞ頭脳
スポーツ！

あなたも「ちはやふる」に挑戦！
初心者も参加できる大会です

うごく！
シャッフルぬりえ

コピー機に
なってみよう！ ｜協力：（株）リコー

　サステナビリティ推進本部
　社会環境室CSRグループ

コピー機になったつもりで、様々なコピーの仕組みの行程を体験してみよう！
時間：�①10:10～10:50　②10:50～11:30　③11:30～12:10�

④12:40～13:20　⑤13:20～14:00　⑥14:00～14:40
⑦14:40～15:20　⑧15:20～16:00　各回25名

熱闘！
紙バトラー ｜協力：（株）リコー

　サステナビリティ推進本部
　社会環境室CSRグループ

自分が描いたモンスターがスクリーン上でバトルを繰り
広げるゲーム感覚の実験プログラムです。
時間：10:00～16:00　�随時受付　

最終受付15:30

うごく！
シャッフルぬりえ ｜協力：

　（株）ピコトン

iPadを使って組み合わせたオリジナルぬり
えが、大型スクリーンの中で動き出します。
時間：�10:00～16:00　随時受付（※ただし調整等のた

め休憩あり）　最終受付15:30

目で感じる
映像の科学 ｜協力：東京理科大学

　サイエンスコミュニケーション
　サークル　chibi�lab.

実験ショー。カメラや映画の仕組みを実験を交えながら、
理解しましょう。
時間：�①10:00～10:15　②10:30～10:45　③11:00～11:15�

④11:30～11:45　⑤13:00～13:15　⑥13:30～13:45�
⑦14:00～14:15　⑧14:30～14:45　⑨15:00～15:15�
⑩15:30～15:45　各回20名

ストロー温度計
を作ってみよう ｜協力：

　長岡技術科学大学
　TEC

空のペットボトルとストローを使って温度
計を作ります！　時間：①10:00～10:30�
②10:45～11:15　③11:30～12:00　
④12:15～12:45　⑤13:00～13:30　
⑥13:45～14:15　⑦14:30～15:00　
⑧15:15～15:45　各回20名

見てビックリ！
３Dプリンターのスゴ技！ ｜協力：新金寶グループ

　XYZプリンティング
　ジャパン（株）

３Dプリンターってどうやって出力するの？
3Dペンで装飾もできます。
時間：10:00～16:00　各回15分程度

　　　随時観覧可（昼休憩あり）　
　　　最終受付15:30

ロボットで
ボールあそび ｜協力：

　（株）ジャコム

プログラミングの操作でロボットがボー
ルを動かします。うまくできるかな。
時間：随時受付

（昼休憩あり）
最終受付15:40
各回5分程度

偏光シート
で万華鏡 ｜協力：

　東工大
　ScienceTechno

偏光シートで色の変化する様子を確認し
ながらオリジナルの万華鏡を作ります。
時間：�①10:00～10:30　�

②13:00～13:30　各回30名

ウインド
カー作り ｜協力：

　東工大
　ScienceTechno

風が吹いてくる方向に向かって進む不思
議な車です。その秘密も教えてもらおう！
時間：�①11:00～11:30　�

②14:00～14:30　各回30名

化学実験なぜなに
　　　化学クイズショー

｜協力：
　（公社）日本化学会

見てびっくりの実験ショー。
クイズに挑戦しながら化学の
不思議を目撃しよう。
時間：①11:00～12:00

②14:00～15:00
※観覧自由。大人数の場合規制あり。

風船で
遊んでみよう！ ｜協力：東京大学

　サイエンスコミュニケーション
　サークルCAST

風船を使って、空気や静電気などを題材にした
実験ショーや工作を行います。
時間：ショー：①10:30～11:00　②13:00～13:30　
③14:30～15:00　各回20名　工作：時間内随時受付
（最終受付は各回終了10分前）　①11:00～12:00　
②13:30～14:30　③15:00～16:00

多
目
的
室

大
体
育
室
入
口
前

大
体
育
室

2階

７色に変わるＬＥＤの 
ミニ多面体ランプを作ろう！ ｜協力：

　野
ところ
老実験クラブ

７色に変化するＬＥＤのライトをつくり、身近な名刺
サイズの紙で作った多面体のランプシェードをかぶ
せ、オシャレな多面体ミニランプを作ります。

（電子工作＋多面体工作）
時間：�①10:00～10:45　②11:00～11:45

③13:00～13:45　④14:00～14:45　各回20名

冷却パック
を作ろう ｜協力：

　（一社）ディレクトフォース

たたくと冷たくなる冷却パック。どうして冷たく
なるんだろう？　仕組みを学んで作ってみよう！

時間：�①10:00～10:45　②11:00～11:45�
③14:00～14:45　④15:00～15:45��各回24名

星座絵づくり ｜協力：KU-MA
　(ＮＰＯ法人子ども・
　�宇宙・未来の会)

星座が描いてある紙を使って、照明や窓に貼ると穴から
光が透ける綺麗な星座絵を作りましょう。
時間：①10:00～10:50　②11:00～11:50

③13:00～13:50　④15:00～15:50　各回30名

新宿の地場産業「染物」で
オリジナルサイエンス
バッグを作ろう

時間：10:00～16:00�
随時受付　最終受付15:30
協力：�NPO法人東京�

児童文化協会

ロボットセミナー
ボクサー・ビートル操縦体験 ｜協力：

　芝浦工業大学

競技ルールに基づいて対戦型で行う
小型ロボット操縦体験。
時間：�随時受付可（※ただし調整

等のため休憩あり）
最終受付15:40
各回5分程度

絵の中を探検！
美術鑑賞入門 ｜協力：

　大日本印刷（株）

デジタル技術を用いて、まるで絵の中に入ったかのような体感
をしたり、タブレットを使って絵の中から新たな
発見ができます。
時間：①10:00～10:30　②11:00～11:30

③13:00～13:30　④15:00～15:30
各回20名

人型ロボットで
はじめてのプログラミング！ ｜協力：

　大日本印刷（株）

簡単なプログラミングで
人型ロボットとお話ししてみよう！
時間：�①11:00～12:00

②14:00～15:00
各回12名　

対象：小学3年生以上

小
会
議
室

大
会
議
室

3階

小
体
育
室

地下
1階 永遠に飛ぶ紙飛行機をつくってみよう！ ｜協力：

　NPO法人共育塾

ずっと飛び続ける紙飛行機なんて本当にできるのかな？　
みんなで作ってみようよ！　
時間：10:00～16:00　随時受付（昼休憩あり）　最終受付15:30

中
研
修
室

5階

アマタツさんと考える
『異常気象～地球おんだん化』 ｜協力：

　NPO法人気象
　キャスターネットワーク

お天気がこのごろ何かおかしい？　TV番組で活躍中のアマタツ
さん（気象予報士 天達武史さん）と一緒に考えてみましょう。
時間：①11:00～11:50　②14:00～14:50

各回50名

注目プログラム❷

バッグに記念の
染物をしてみよう！
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