
会場 住所 実施期間 集合時間 備考

愛住公園 愛住町11 7/21(金)～8/6(日) 6:20 雨天中止

左門公園 左門町5 7/24(月)～7/29(土) 6:30 雨天中止

(旧)東電病院前　駐車場 信濃町20 7/21(金)～7/27(木) 6:15 日曜休み

須賀公園 須賀町8 7/21(金)～7/29(土) 6:25 日曜休み、雨天中止

花園公園 新宿1-21 7/21(金)～7/28(金) 6:15 土・日休み、雨天中止

南元町高速道路下 南元町15 7/24(月)～7/31(月) 6:30 日曜休み、雨天決行

三栄公園 三栄町24 7/21(金)～7/31（月) 6:30 雨天中止

四谷小学校 四谷2-6 8/1(火)～8/10(木) 6:30 雨天中止

大木戸児童遊園 四谷4-9 7/21(金)～7/30(日) 6:30 雨天中止

加賀公園 市谷加賀町2-4 7/21(金)～7/29(土) 6:30 日曜休み、雨天中止

新小川公園 新小川町3 7/21(金)～7/29(土) 6:15 日曜休み、雨天中止

通年(12/28（木）迄） 6:30 日・祝日休み、雨天中止、元日に新年初体操あり

7/21(金)～8/5(土) 6:30 日曜休み、小雨決行

あさひ児童遊園 横寺町52 7/21(金)～8/5(土) 6:30 日曜休み、雨天中止

白銀公園 白銀町3 7/21(金)～8/9(水) 6:35 日曜休み、雨天中止

納戸町公園 納戸町26 7/21(金)～8/5(土) 6:30 日曜休み、雨天中止

津久戸小学校 津久戸町2-2 7/21（金）～7/28（金） 7:30 土・日曜休み

榎町公園 東榎町11 7/21(金)～8/4(金) 6:25 日曜休み、雨天中止

牛込第二中学校 喜久井町20 7/21(金)～8/3(木) 6:30 雨天中止

牛込仲之小学校 市谷仲之町4-33 7/21（金）～8/3（木） 6:20 雨天中止

7/21(金)～8/3(木) 6:20

7/21(金)～8/3(木) 6:25 雨天中止

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町140 7/21(金)～8/3(木) 6:20 小雨決行

元赤城神社前 早稲田鶴巻町568 7/21(金)～8/3(木) 6:30 雨天中止

穴八幡宮境内 西早稲田2-1-11 7/21(金)～7/31(月) 6:30 雨天中止、7/30（日）スイカ割りあり

原一天祖神社 原町1-42 7/21（金）～8/10（木） 6:30 雨天中止

成城中学・高校 原町3-87 7/23(日)～8/6(日) 6:30

山吹町311番地駐車場付近 山吹町311 7/21(金)～7/31(月) 7:00 雨天中止

7/21(金)～8/3(木) 6:25

8/4（金）～8/31（木） 6:25 雨天中止

都立新宿山吹高校前 山吹町81 7/21(金)～8/3(木) 6:30 雨天中止

江戸川小学校 水道町1-28 7/21(金)～8/3(木) 6:30 土・日曜休み、雨天中止

矢来公園 矢来町38

牛込弁天公園 弁天町84

鶴巻南公園 早稲田鶴巻町

問合せ：公益財団法人新宿未来創造財団　スポーツ課　☎03-3232-7701　FAX03-3209-1833

　　　　　夏休みは早起きして、ラジオ体操ですっきり爽快・暑い夏を乗り切ろう！

夏休みラジオ体操情報
※会場、期間などはいずれも予定です。天候などにより変更・中止となる場合があります。
※同一会場内で期間や開始時間等が異なる複数の団体が実施している場合は、それぞれを記載しています。
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会場 住所 実施期間 集合時間 備考

通年 6:30 7/30(日)スイカ割りあり

通年 6:15 小雨決行、台風・大雪の場合は中止

みずも児童遊園 住吉町6 7/21(金)～8/4(金) 6:20 雨天中止

中富久児童遊園 富久町22 7/21(金)～7/31(月) 6:15 日曜休み、雨天中止  ※公園清掃6時15分～

富久小学校 富久町7-24 7/21（金）～8/21（月） 6:20 日・祝日休み、雨天中止　

戸山東公園 戸山1-19 7/21（金）～7/30（日） 6:30

東戸山小学校 戸山2-34-2 7/21(金)～8/5(土) 6:30 日曜休み、雨天中止

わかまつ児童遊園 若松町27 7/21（金）～8/3（木） 6:30

余丁町小学校 若松町13-1 7/21（金）～7/28（金） 6:15

大久保小学校 大久保1-1-21 7/21(金）～8/3(木) 6:10 土・日曜休み、雨天決行

天神小学校　 新宿6-14-2
7/21（金）～8/6（日）
7/26（水）～8/9(水)

6:00
6:30

戸山小学校 百人町2-1-38 7/21(金)～8/10(木) 7:00 日曜休み、雨天中止

諏訪神社境内 高田馬場1-12-6 7/21（金）～8/11（金祝） 6:00

西戸山小公園（西戸山小となり） 百人町4丁目 7/21（金）～8/11（金祝） 6:20 雨天中止

みずき児童遊園 西早稲田2-12 7/21（金）～8/5（土） 6:30 日曜休み、雨天中止

天祖神社境内 西早稲田3-17-36 7/23(日)～8/6(日) 6:15

7/21(金)～8/10(木) 6:00

7/21(金)～8/10(木) 6:20 雨天中止

7/21(金)～8/10(木) 6:30 雨天中止

7/22(土)～8/6(日) 6:20 雨天中止

7/23(日)～8/6(日) 6:20

落合第二小学校 上落合2-10-23 7/21(金)～7/27(木) 6:30

落合第四小学校 下落合2-9-34 7/21(金)～8/10（木) 6:20 土・日曜休み、小雨時は開門時間6：20の時点で判断

哲学堂公園 中野区松ヶ丘1-34-28 7/21(金)～8/31(木) 6:20 雨天中止

落合第三小学校 西落合1-12-20 7/21(金)～8/4(金) 7:00 土・日曜休み、雨天中止

落合第五小学校 上落合3-1-6 8/16(水)～8/22(火) 7:00 土・日曜休み、雨天時は体育館にて実施

落合第六小学校 西落合4-11-21 8/21(月)～8/24(木) 7:30 雨天時は体育館にて実施、警報が発表された場合は中止

北新宿公園 北新宿3-20 7/21(金)～8/20(日) 6:20 雨天中止

北新宿公園上部憩いの場 北新宿3-20 通年 6:15 雨天中止

北柏木公園 北新宿4-12 7/21（金）～8/23（水） 6:10 雨天中止

柏木小学校 北新宿2-11-1 7/21(金)～8/3(木) 7:00 雨天中止、初日・最終日の雨天時は体育館で実施

新宿中央公園水の広場 西新宿2-11 7/21（金）～8/25（金） 6:08 雨天中止

西新宿中学校 西新宿8-2-44 ＊実施期間は町会の掲示板をご覧ください 7:00 雨天中止

戸山公園箱根山 戸山2丁目

西戸山公園 百人町4丁目

問合せ：公益財団法人新宿未来創造財団　スポーツ課　☎03-3232-7701　FAX03-3209-1833

早稲田大学大隈講堂前広場 戸塚町1-104

※会場、期間などはいずれも予定です。天候などにより変更・中止となる場合があります。
※同一会場内で期間や開始時間等が異なる複数の団体が実施している場合は、それぞれを記載しています。

夏休みラジオ体操情報

＊天神小学校の実施期間と集合時間は、実施団体の都合により、下記のとおり変更となりました。何卒ご了承ください。（H29.7.8）
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