
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

特 集

コズミックセンターコズミックセンター

新宿文化センター新宿文化センター 新宿歴史博物館新宿歴史博物館

林芙美子記念館林芙美子記念館 佐伯祐三
アトリエ記念館
佐伯祐三
アトリエ記念館

中村彝
アトリエ記念館
中村彝
アトリエ記念館

●プラネタリウムは演劇空間
●AED やアウトドア遊び体験
●東洋医学の講演　●落語
●シンクロナイズドスイミング
●スポーツチャンバラ
●ユニカール　●一輪車
●弓道　●カポエィラ　●太極拳　
　などなど、体験プログラムがいっぱい！
●おいしい新宿～各種フード販売も !

地域のさまざまな生涯学習活動団体の出展がたくさん！

地域のさまざまな生涯学習活動団体の出展がたくさん！

早稲田大学交響楽団演奏会
早稲田大学交響楽団演奏会

新宿しんちゃん、ゆりーと君や Qoo も来るよ！

新宿しんちゃん、ゆりーと君や Qoo も来るよ！

ロックにポップス、コーラス etc.

　　　…パフォーマンス満載の新宿人 on ス
テージ

ロックにポップス、コーラス etc.

　　　…パフォーマンス満載の新宿人 on ス
テージ

勾玉づくり、火おこし、土笛づくりにトライ !
勾玉づくり、火おこし、土笛づくりにトライ !ドキドキ! 本物の土器にさわれるよ！

ドキドキ! 本物の土器にさわれるよ！

●「下落合風景」
　   ぬりえ体験

●朗読会
●絵手紙体験 3月17日に

新しく開館しました！

※巡回バスの発着はありません

下落合3-5-7
☎03-5906-5671

【開館時間】10時～16時30分

11 代目 文治の賑やか落語会
11 代目 文治の賑やか落語会

無料の
巡回バス

が

5つの会
場を

回ります

4 6月 日
（土）

9：30～15：30

無料公開

無料公開

新しい年度を楽しむためのプランが見つかる☆新しい年度を楽しむためのプランが見つかる☆

開 会 式　9：30～　コズミックセンター 1階ロビー 【協賛】韓国広場　東京コカ・コーラボトリンク　ほか

甲冑
体験

つ ねつ ね

　今回は“古代の人々のくらし”が体験できるコー
ナーをたくさん用意しました。この機会に、昔の人
の生活を体験してみませんか ? 
　常設展示のミュージアムトークをはじめ、 毎年
大好評の戦国武将の「甲冑」や江戸時代の「町娘の着
物」が着られるコーナー、中庭を眺めながらお茶を
味わえるコーナー（先着100名）などもあります !

かっちゅう

※時間・場所は不定期です

平成25年3月20日
第53号

次号は4月5日発行です。

3月20日号

春!

http://sunrisetokyo.com/
http://www.jica.go.jp/hiroba/index.html
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/


コズミックセンター  プログラム 三栄町22　☎03-3359-2131　　【開館時間】 9:30〜17:30（入館は17:00まで）

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

中落合2-4-21　☎03-5988-0091　　【開館時間】 10:00〜16:00

新宿6-14-1　☎03-3350-1141

新宿区立新宿歴史博物館

新宿区立林芙美子記念館

新宿文化センター

新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館

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

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

８
　
Ｆ

プラネタ
リウム

プラネタリウム番組上映
「春の星空と動いている大陸」

10:30～11:20
シアトリカルプラネタリウム

「アストロ☆バーベキュー」
14:00～15:00

雑貨団

5
　
Ｆ

中研修室 東洋医学でいきいき健康生活
せんねん灸のサンプル配布
　　　　　　　　　先着200名
鍼灸体験　　　　　10:00～15:30
講演①「姿勢と健康」12:00～13:30
講演②ためして納得! 「肩こり解消
術! 指圧のイロハ」  14:00～15:30

（社）東京都鍼灸師会
　　新宿支部

３
　
Ｆ

小会議室 「将棋を楽しもう! 初心者歓迎」
 　　 　　　   10:00～13:00

プロ棋士などの指導対局・自由対局
協力: （公社）日本将棋連盟

ヴァイオリン・英会話体験レッスン
13:30～15:30 新宿Musicアカデミー & ECC Jr.

大会議室 和装本作り体験
①10:00～12:00 ②13:30～15:30

料金: 1,000円
　 申込みは3月28日（木）まで

七五三着物体験、振袖着物体験 NPO法人日本文化支援普及協会
廊　下 絵画展示 新美連

２
　
Ｆ

大体育室
／ステージ
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子どもたちによるバトン
トワリング　　　　　 9:30～ 西戸山トワラーズ

シニア用エアロビック  10:00～ ダイヤビック  ひばり会
やさしいフラ　　     10:30～ やさしいフラ
レッツフラ　　　     11:00～ フラ オ アロマヒカ
フラダンス　　　     11:30～ フラティアレ
ブラジリアン・サロンダンス  

12:00～
Jimmy do Japao

（ジミー・ド・ジャポン）

ビギナーズフラ　     12:30～ レガスポ! フラガールズ
かっぽれ　　　　     13:00～ かっぽれ新宿  駒乃会
日本舞踊　　　　     13:30～ 新宿邦樂・日本舞踊ノ会
日本舞踊　　　　     14:00～ 満会
日本舞踊　　　　     14:30～ 藤貴会
ウクレレ演奏によるフラダンス

15:00～ 四谷フラダンスの会

大体育室 ユニカール体験
（陸上でできるカーリング体験） 新宿区ユニカール協会

体力テスト（体力と健康をチェック） 新宿区スポーツ推進委員協議会

ハンドマッサージ体験 サロンバルーン
料金: 500円（先着20名まで無料）

葉っぱ工作・どんぐり工作 グリーンカルチャー　料金: 200円
自然物を利用したあそび &
AED体験　　　　13:00～15:30 野外教育事業所ワンパク大学

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

ワクワクウォーキング体験 昆虫協会
足裏マッサージ　  13:30～14:10 世界の足裏マッサージ健康法
姿勢良く歩くプチレッスン、姿勢チェック （社）ポスチュアウォーキング協会
活動紹介 ノルディックウォーキングイースト
活動紹介 ボーイスカウト新宿1団
活動紹介 新宿NPOネットワーク協議会
ソープカービングの体験・販売 Pulelehua
布雑貨の販売 ハンドメイド雑貨　hal+
写真展示とパンフレット 三栄きのえね会
雑貨・アクセサリー販売 手創ジュエリー　銀猫舎
アクセサリ・小物販売 J-Silver
布小物販売 ANJI
手拭い、着物地を使った袋の販売 文袋屋
食と健康に関する講座の紹介
パンフレットの設置 （株）Food Connection

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

被災地支援特産品販売
被災地支援活動等紹介
耐震相談

（耐震改修モデル「まもるくん」体感）

福島県伊達市
福島県立保原高校
リボーン

〈エコツーリズム・ネットワーク〉
新宿区　ほか

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

新宿区花道茶道協会　料金: 800円
　 申込みは3月29日（金）まで

陶芸体験教室
①10:30～11:30  ②11:35～12:35
③13:30～14:30  ④14:50～15:50

区内活動団体
料金: 500円
　 申込みは3月29日（金）まで

廊下 生涯学習館紹介
（あなたのまちの生涯学習活動） 各生涯学習館活動団体

活動紹介 新宿青年教室

１
　
Ｆ

正面玄関前
／ステージ

新宿人 on ステージ
〜屋外ライブ〜

三声堂　　　　　　　10:00～10:30
郷ひろし & 友美　      10:30～11:00
GLASS Pecolos　　  11:00～11:30
Coremocha　　　　 11:30～12:00
YOSHIE　　　　　　 12:00～12:30
ナナホシ　　　　　   12:30～13:00
E-blue　　　　　　　13:00～13:30
たうして～To.site～  13:30～14:00
千年パレード　　　　14:00～14:30
夢幻蝶夜and護大明王and
どりぃむぱふぉーまんす
きゃらくたーず　　　14:30～15:00

正面玄関前 お
な
か
満
足

フ
ー
ド
コ
ー
ナ
ー

黒やきそばの販売 光そば@黒焼きそば

豚カルビ・チヂミの販売 韓国広場

やきそば&おしるこの販売 健康倶楽部チアーズ

そば打ち実演・販売 群馬県沼田市
スープ・パン・お菓子の販売 新通連
サンドイッチ・コンソメスープの販売 NPO法人スマイルキッチン
カレーパンの販売　　　　　11:00頃～ 男子厨房に入ろう会
福祉商品販売と地方物産品販売 ふらっと新宿
インド・バングラディッシュ・
ネパール物産展 チーム・ピースチャレンジャー

健康ウォーク
桜の神田川〜新宿歴史博物館（8km）

料金: 400円　
8:40～ 受付　12:00頃解散
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会

ロビー／
パフォー
マンス

オープニングセレモニー    9:30～ 

新
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人 
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バグパイプとブラバンによる演奏
9:30～10:00 ユーロブラスバンダ

フルートとギター 10:00～10:30 KIND
ハーモニカアンサンブル

10:30～11:00 トリオさんさん

ヴァイオリン演奏  11:00～11:30 新宿Musicアカデミー & ECC Jr.
ブラジル生まれのカポエィラ

11:30～12:00 カポエィラテンポ

糸あやつり人形　 12:00～12:30 糸あやつり人形　あさ鼓
落語　　　　　　 12:45～13:15 戸山亭一門会
ウォーキングプチレッスン
①13:30～13:45　②13:45～14:00

①ノルディックウォーキングイースト
②（社）ポスチュアウォーキング協会

鼻笛演奏　　　　14:00～14:30 新宿ノーズフルート友の会
バイオリンとウクレレと歌

14:30～15:00 昭和ロマンを楽しむ会

混声合唱　　　　 15:00～15:30 混声合唱団「慈音」
弓道場 集中力を研ぎ澄まそう！ 弓道体験

①10:00～12:00 　②13:30～15:30 
対象: 中学生以上　※要くつ下
新宿区弓道連盟

第1武道場 小学生の親子大歓迎!
レスリング式上手な転び方 & 親子で
身体能力を高める運動　　9:45～12:00

新宿区レスリング協会

ヒップアップや体幹トレーニングに最適!
カポエィラ体験　　　　 12:30～13:30 カポエィラテンポ

第2武道場 あなたもサムライ
スポーツチャンバラをやってみよう

　　 10:00～15:00
新宿区スポーツチャンバラ協会

Ｂ
１
Ｆ

幼児プール ちびっ子水泳教室　　　 11:00～12:00 クラブチームStyle1
25mプール 浮き輪で遊ぼうコズミック浮き浮きパニッ

ク2013　　　　　　　　  9:30～12:00  ※要水着・水泳帽

シンクロナイズドスイミング体験
 &演技披露　　  　　　 13:30～14:30 東京シンクロクラブ

幼児体育室 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

小体育室 コズミックセンタースポーツレッスン
「レガスポ!」無料体験
※各講座開始15分前から小体育室前で
　受付、各先着70名、動きやすい服装
※安全上、開始後の入場はできません
平成25年度の全プログラム詳細は4面へ

気功太極拳　　　　　10:00～11:00
ZUMBA（室内用運動靴が必要です）

11:20～12:20
初級パワーヨーガ　　12:45～13:30
すこやか呼吸体操　　13:50～14:50

多目的広場 わくわくドキドキ一輪車体験
※体験教室は初心者〜中級者対象、
　各回先着15名　
※飲み物タオル運動靴など持参　
※一輪車の貸出あり（持込もOK）

牛込一輪車クラブ
①9:45～10:30　②10:45～11:30

　③13:00～13:45
各体験終了後、全日本トップクラスの
演技が行われます

スペイン舞踊体験教室 スタジオフローラ　　14:30～15:20

エントランス
（屋外） 勾

ま が

玉
た ま

づくり
10:00～15:00

先着100名 昔の人が身につけていた勾玉作りを体験。

火おこし体験コーナー な　し 昔の人はどうやって火をおこしていたのかな?

1階 落合地区3記念館写真パネル展&
市谷加賀町遺跡  縄文発掘現場紹介写真パネル展 9:30～17:30

（入館は17:00）
な　し 落合地区の林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館・中村彝アトリ

エ記念館と、加賀町から発掘された遺跡の様子を紹介します。
刊行物2割引き販売 な　し ――――――

地下1階 常設展示室 常設展示室入場無料 9:30～17:30
（入館は17:00） な　し ――――――

企画展示室 特別展「中村彝
つ ね

展 ― 下落合の画
ア ト リ エ

室 ―」入場無料

ホワイエ すり鉢DEピーナッツバター昔の道具体験

10:00～15:00

先着40組 昔の道具「すり鉢」を使って、ピーナッツバターづくりを体験します。
甲冑・町娘で写真を撮ろう! な　し カメラを持ってお越しください!

おいしい桜紅茶とお菓子 先着100名 中庭でお茶とお菓子を楽しみましょう。
協力: 日本緑茶センター（株）　（株）中村屋

2階 講　堂 縄文模様でエコバッグ作り

10:00～15:00

先着100名 “縄文模様”をエコバックにプリントして、オリジナルエコバッグを
作ってみよう。

さわって土器（ドキ）っ!? な　し 本物の「縄文土器」にさわってみよう!

編
あ ん

布
ぎ ん

でコースターを作ろう 先着100名 昔ながらの方法で布を編
あ

んでみましょう。
粘土で縄文土器や土笛を作ろう 先着100名 粘土で「縄文土器」や「土笛」を作ります。

階 施　設 プログラム名 時　間 定　員 お　も　な　内　容

会　場 プログラム名 時　間 定　員 お　も　な　内　容

階 会　場 プログラム名 時　間 お　も　な　内　容

会　場 プログラム名 時　間 定　員 お　も　な　内　容

庭　園 絵手紙体験　※講師指導あり ―――――― な　し 庭園で春の草花を絵手紙にしてみましょう!　※画材あり

1階 エントランス
ロビー 新宿区友好都市児童・生徒作品交流展 10:00～16:00 新宿区との友好都市である中国・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を展示します。

館　内 林芙美子記念館入館料無料 10:00～16:30 な　し ――――――

1階 大ホール 早稲田大学交響楽団演奏会 13:30開演
（13:00開場）

オーケストラ演奏会　指揮: 田中雅彦（早稲田大学交響楽団永久名誉顧問）　
入場料: 全席指定　1,000円　
曲目： ベートーヴェン劇音楽『エグモント』序曲作品84ほか（予定）

館　内 ぬり絵で自分だけの「下落合風景」を描こう 10:00～15:00 先着100名 ――――――

庭　園 「ふみのしおり」による林芙美子作品の朗読 ①10:30～　②11:45～　③12:30～
④13:30～　⑤14:30～　⑥15:30～ な　し 『新宿の伝説・伝承』と、林芙美子著『蛙』をお届けします。　

朗読: 新宿歴史博物館ガイドボランティア朗読（ふみのしおり）

3階 小ホール 11代目 文治の賑やか落語会 10:30開演
（10:00開場）

落語公演　ほか　出演: 桂 文治　宮田陽・昇（漫才）　笑福亭羽光　
入場料: 全席自由　1,000円

※時間表示がないプログラムはいずれも 
　終日開催（9:30〜15:30）です大久保3-1-2　☎03-3232-7701

2013レ まつりガス

◎ 林芙美子・佐伯祐三アトリエ記念館の両館を回った方に、“れきはくオリジナルグッズ”をプレゼント!（各館先着100名）

当日券あり

当日券あり

巡回コース巡回コース

佐伯祐三アトリエ記念館
山手通り沿い　
西武バス
「中落合三丁目」
停留所付近

新宿文化センター

新宿歴史博物館
おしどり興業株式会社内駐車場

高田馬場駅
早稲田通り沿い　
東京三協信金本店付近

無料巡回バス
発着地・発車時刻表

レガスまつり 2013

林芙美子記念館
都営地下鉄大江戸線
「中井駅」A1出口
向かい付近

各発車時刻各発車時刻

BIG
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高田馬場駅止まり

新宿コズミックセンター止まり

コズミックセンター
バス発車時刻表

各施設の駐輪スペースには限りがあるため、
公共交通機関および巡回バスをご利用ください。

★発着地付近でスタッフがご案内します。
★満員の場合はご乗車になれませんので、ご了承ください。 
★バスの運行は、交通状況により遅れが生じる場合があります。
★所要時間はおおよそです。 
★中村彝アトリエ記念館へは巡回しません。

ご来場の際の注意
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当日は
各会場を回る
無料巡回バスが
運行します !!
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新宿歴史博物館・
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弓道場、第一・第二武道場

25mプール
幼児用プール

各プログラム終了後～21:45

9:30～21:45
※ただし、幼児用プールは11時～ 15時、

25mプールは12時～ 15時の間、プログ
ラム実施のため一時開放中止となります

無料開放

体験・参加プログラム

鑑賞プログラム
マークの

説明
作品紹介
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主催：新宿区吹奏楽団   お問合せ: 090-2244-6477（大津）
ホームページ：http://www.doremi.or.jp/shinjuku/
メールアドレス：shinjuku-inf@doremi.or.jp

後援：新宿区教育委員会／協力：公益財団法人 新宿未来創造財団

入場
無料

直接会場へ
お越しください

１部　招待演奏
新宿区立新宿西戸山中学校  吹奏楽部

２部　シンフォニック  ステージ
マナティー・リリック序曲／R.シェルドン
シアターミュージックより 間奏曲／P.スパーク

月明かりと渦潮／酒井  格      星の王子さま／樽屋  雅徳

３部　ポップス  ステージ
ディズニー・ファンティリュージョン!
　   チャーリー・チャップリンに捧ぐ

チュニジアの夜      スーパーマリオブラザーズ
美空ひばりメドレー

（愛燦燦 ～ リンゴ追分 ～ お祭りマンボ ～ 川の流れのように）

第24回 定期演奏会
新宿区吹奏楽団

指 揮：石津  成人
4月13日（土）

開演15:30（開場15:00）
新宿文化センター
大ホール

ここは広告スペースです。
お問い合わせは直接広告連絡先まで。

http://www.doremi.or.jp/shinjuku/
mailto:shinjuku-inf@doremi.or.jp


共通事項

誰でも楽しく、気軽に健康なカラダづくり! 
プログラム 曜日 時　間 定　員

楽々足腰健康体操 月 9:30～10:30 50名
コンディショニング�
ストレッチ 月・土 9:30～10:30 月／50名

土／40名
ゆったり骨盤体操 月 10:50～11:50 50名
24式太極拳 火 13:40～14:30 70名

気功太極拳� （水曜日のみ）水・土 9:30～10:30 水／50名
土／40名

ヨーガ� （水・木・金）水・金
木

��9:30～10:30
14:10～15:10

水／70名
木／30名
金／50名

健康ストレッチ� 水 10:50～11:50 60名
ボイストレーニング&�
ストレッチ　� 金 9:30～10:30 50名

骨盤体操　�
�

金 10:50～11:50
55名

※乳児（2～12カ
月）の同伴可

すこやか呼吸体操 土 10:50～11:50 35名
ゆっくりヨーガ 土 10:50～11:50 30名

リズミカルな音楽に合わせて♪
プログラム 曜日 時　間 定　員

ヒーリングフラ　　� 月 10:50～11:50 50名

シェイプボクシング　　� 月
木

10:50～11:40
19:00～19:50 各30名

ラテン・コアダンス　�　 火 12:30～13:20 70名

ハワイアンフラ　　� � 水 10:50～11:50 70名
リラクゼーションフラ� 水 19:00～20:00 40名
エアロビクス
� � （木曜日のみ）

木
土

10:50～11:50
11:00～11:50 各70名

バレエ・エクササイズ� � 木 12:50～13:50 30名

深
インナーマッスル

層筋など全身の筋力とコンディションをアップ!
プログラム 曜日 時　間 定　員

ピラティス 火
木

��9:30～10:30
20:10～21:10 各35名

初級パワーヨーガ 水 19:00～19:50 35名
ダンベル & ストレッチ� 木 9:30～10:30 70名
ボディコントロール　� 木 9:30～10:30 50名
パワーヨーガ　� 金 10:50～11:50 50名

水の中で全身運動! 
プログラム 曜日 時　間 定　員

アクアシェイプ� 　 火 13:40～14:30 35名

水中ゆっくりウォーキング� � 木 9:15～10:00 35名
アクアビクス + �
　　ウォーキング� � 木 10:20～11:05 50名

お仕事帰りにぴったりの夜間プログラム 
プログラム 曜日 時　間 定　員

リラクゼーションフラ� 水 19:00～20:00 40名
初級パワーヨーガ 水 19:00～19:50 35名
シェイプボクシング� 木 19:00～19:50 30名
ピラティス 木 20:10～21:10 35名

産前・産後のお母さま・親子向けプログラム
プログラム 曜日 時　間 対  象 ／ 定  員

産後ボディメイク
� 火 10:50～11:40

産後2カ月以降の方
／30名

※乳児の同伴は1歳半まで
親子3B体操�
��〈1～2歳コース〉 火 9:45～10:30 1～2歳の幼児と

その保護者／30組
親子3B体操
��〈2～3歳コース〉 火 10:50～11:40 2～3歳の幼児と

その保護者／30組
マタニティヨーガ
� � 水 9:45～10:30 妊娠16週以降の方

／40名
産後ヨーガ

� �
水 10:50～11:40

産後2カ月以降の方
／40名　

※乳児の同伴は1歳半まで
親子スキンシップ
体操� 　 木 10:50～11:50 1～3歳の幼児と

その保護者／30組

託児サービスのご案内
マークのついたプログラムで実施しています。

プログラム受講の間、コズミックセンター幼児体
育室で、保育士がお子さまをお預かりします。
対象:�生後6カ月～未就学児　
定員:�1区分15名（先着順）　
料金:�1名1回300円
予約: 受講当日の朝8時30分～9時に、必ず保護者の方が電話でお
申し込みください（学習・スポーツ課　☎03-3232-5121）
※�［託児予約］は講座の予約ではありませんので、時間に余裕をもっ
てお越しください

※体調のすぐれないお子さまはお預かりできません

◆ 通年教室
　事前申し込み不要で、どなたでも自由にご
参加いただける通年実施のスポーツ教室です。
①バレーボール教室
　ネットは家庭婦人の高さ（2m05cm）です。
時間:��毎週水曜日　9時～12時
協力:�区バレーボール連盟

②ソフトバレーボール教室
　やわらかなボールを使用しますので、初心
者でも気軽にご参加いただけます。
時間:��毎週火曜日　19時～21時45分
協力:�区バレーボール連盟

③バドミントン教室
　ラケットとシャトルの貸し出しあり。初めての
方でもすぐに参加できます。
時間:�毎月第1・第3火曜日　9時30分～12時
／�毎月第2・第4水曜日　19時～21時�／�毎月
第2・第4金曜日　16時30分～18時30分
協力:�区バドミントン連盟

◆ 短期教室
　事前申し込み制のスポーツ教室で、卓球、
弓道、少林寺拳法、フットサルを予定してい
ます。随時、本紙『Oh! レガス新宿ニュース』
でお知らせしますので、ご期待ください!

問合せ:�学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

5月 卓球教室
日にち:�5月2日～30日の毎週木曜日（5月16
日を除く）　全4回　
時間:�【初級コース】�〈午前クラス〉10時30分
～12時・〈昼クラス〉13時30分～15時��【実践
応用コース】�〈夜間クラス〉19時～20時30分
会場:�コズミックセンター　2階大体育室
対象:�区内在住・在勤で全4回参加できる方
定員:�各12名（多数抽選）　料金:�全2,000円
協力:�区卓球連盟　申込み:�4月11日（木）必
着。所定の申込書（コズミックセンター窓口で
配布）もしくは往復はがきに講座名、郵便番号・
住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、年
齢、性別のほか、「希望クラス名」と「卓球歴」を
記入し、学習・スポーツ課へ（1名1応募のみ）　
※返信希望の場合、必ず往復はがきでお申し
込みください
当落:�返信はがきを送付または4月18日（木）に
コズミックセンター窓口に掲示しますので、忘
れずにご確認ください（電話でのお問い合わせ
は平日の9時～17時に担当者がお受けします）
問合せ:�学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

会場:�コズミックセンター
【アクセス】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17分
申込み:�事前予約不要
受付:�1階窓口でレッスン開始15分前から（先着順）
※�「プールプログラム」は地下1階で受け付け。ただし、木曜日【アクアビ
クス+ウォーキング】は開始25分前から受け付け

料金:�1回400円（回数券は6枚つづりで2,000円）
※回数券は全券未使用の場合のみ払い戻しが可能です

◎講座開始後の入場は、講座の進行および安全管理の観点からご遠慮ください。
◎体調のすぐれない方、医師に運動を止められている方は参加できません。
◎本プログラムは安全管理上、おもに高校生以上の方を対象としています。
◎�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。

マークの説明　　　　　 �…女性限定　　　 �…室内用運動靴着用　　　 �…水着・水泳帽着用　　　 �…託児あり

※�各プログラムの内容など詳細については、『レガスポ!�パンフ
レット』（コズミックセンターで配布、財団ホームページからダ
ウンロードも可）をご覧ください

問合せ:�学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

初心者アーチェリー教室
日時:�4月16日（火）・23日（火）・30日（火）、
5月7日（火）　19時30分 ～21時　�5月11
日（土）　13時～15時　全5回　会場: 新宿ス
ポーツセンター　5階洋弓場（大久保3-5-1）　
対象:�区内在住・在勤の方で15歳以上の初心者
定員: 約20名　料金:�全3,000円
その他:�用具は協会が用意しますので、運動
靴をお持ちください　
申込み:�4月10日（水）までに、往復はがきに、
講座名、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、年齢・性別を明記のうえ、下記問
合せあてお申し込みください。先着順
※区アーチェリー協会ホームページ（http://
shinjuku-archery.com/�）からの申込みも可�
問合せ :�新宿区アーチェリー協会　清原通雄
（〒160-0022�新宿区新宿6-23-2）　
☎03-5998-7528（19時30分～21時30分）

① Jリーグ公式戦 区民無料招待
対象:�区内在住・在学・在勤の方
席種:�ホーム自由席　※競技場収容人数を超え
た場合、ご入場いただけないことがあります
申込み:�申込書（コズミックセンターで配布、
財団ホームページからダウンロード可）とチ
ケットを会場で引き換えますので、申込書に
必要事項を記入のうえ、代表者の区内在住等
が確認できる証明書（運転免許証・健康保険証
など）を当日お持ちください

②小学生限定 〈手つなぎキッズ〉
　 ※相手の選手を選ぶことはできません
対象:�区内在住・在学の小学生
定員:�11名（多数抽選）
申込み: 4月25日（木）必着。往復はがきに申込
み時記載事項（右記）のほか、学校名・学年、同
伴者の人数・氏名を記入し、学習・スポーツ課へ
【おことわり】�選手との記念写真の送付や当日
国立競技場内でのお名前の掲示などのため、
申込み時の個人情報は東京ヴェルディに提供
します。ご了承のうえ、お申し込みください

④障がい者招待
対象:�区内在住・在勤の障害者手帳所持者で、
保護者・家族・介助者の同伴が可能な方
定員:�50名（多数抽選）
料金:�無料（障がいのある方本人・付添人とも）
申込み:�4月25日（木）必着。電話もしくは往復
はがきに申込み時記載事項（下記）のほか、「ひと
りで観戦できる」か「車イスを利用する」かを記
入し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAX
がある場合は 03-32321833へ

試合前の練習風景をピッチで見学しよう!
③ピッチ見学ツアー
対象:�区内在住・在学・在勤で本試合を観戦す
る方　※試合の観戦（無料）には、当日会場で①
の手続きが必要です
定員:�200名（多数抽選）
申込み:�4月25日（木）必着。往復はがきで申込
み先記載例（右記）のほか、参加希望人数、同伴
者氏名（いる場合のみ）を記入し、学習・スポー
ツ課へ

試合に向かうヴェルディの選手たち
を“ハイタッチ”で送り出そう!!

〈ハイタッチキッズ〉
　〈手つなぎキッズ〉に落選された方の中
から抽選で50名様に、〈ハイタッチキッズ〉
のチャンスがあります!

①〜③共通: ②と③は同時刻開催のため、重
複申込み不可（多数抽選）　
※小学生以下は保護者が同伴してください
【申込み時記載事項】�
❶参加プログラム（講座）名�❷郵便番号・住所�
❸氏名（ふりがな）�❹電話・FAX（あれば）番号
申込み・問合せ:�学習･スポーツ課（〒169-
0072�大久保3-1-2　コズミックセンター内）　
☎03-3232-5121

vs ヴィッセル神戸
in 国立競技場

『Oh! レガス新宿ニュース』
毎月5日・20日　月2回発行!

　平成25年4月から、月2回（年間計24回）
発行に変更となります。
　新宿の歴史・観光、学習、スポーツ、子ど
も、多文化交流に役立つ講座やイベント、
文化公演のお知らせや、区内スポーツ・文
化施設などの情報を順次掲載します。
　今後も、『Oh! レガス新宿ニュース』をよ
ろしくお願いします。
　問合せ:�経営課　☎03-3232-7701

コズミックセンター
スポーツ教室のご案内

コズミックセンタースポーツレッスン

レガスポ! 
平成25年4月〜26年3月

ジャンル別プログラム紹介

①〜③とも
日程:�※詳しくは、コズミックセンターで
配布の「体育施設予定表」でご確認ください
会場:�コズミックセンター　2階大体育室
持ち物:�運動ができる服装、室内用運動靴
料金:�1回　高校生以上400円
　　　　　�中学生以下100円

ⓒTOKYO�VERDY

5月12日（日） 15:00 
    キックオフ

新宿区サンクスマッチ
東京ヴェルディ無料招待デー!

4 当財団へのご意見・ご要望をお聞かせください !  手紙・はがき・FAX（　 03-3209-1833）でお寄せいただく場合はコズミックセンターあてご送付ください。
ホームページからお寄せいただく場合は　　　　　　　　　　　 へ。レガス新宿

http://shinjuku-archery.com/
http://shinjuku-archery.com/
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