
子ども向け講座

新宿ミュージカル講座

日時: 5月16日～9月23日の原則毎週木曜日（ただし、火曜日レッスン3回あり）　
　　  18時～20時　全23回（リハーサルおよび発表会を含む）
会場: 新宿文化センター（新宿6-14-1）およびコズミックセンター
講師: 本徳亜希子（元劇団四季団員・ミュージカルインストラクター）

対象: 小学3年生～高校生・大学生・社会人　※小学3年生は親子で講師と面談します
定員: 50名（先着順）　
料金: 34,500円（前後期の2回に分けて集金します）　共催: 新宿区
申込み: 5月15日（水）必着。往復はがきに記載例（4面）のとおり記入し、
　　　　子ども・地域課へ。受信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ

“歌って・踊って・演じて”に挑戦! 
舞台発表をめざしてミュージカルの世界を体験しましょう。
さあ、新たな世界に飛び出そう!

問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

※注1） 終了時間が遅いプログラムにつ
いては、お迎えのご協力をお願
いします。

※注2）参加料の返金はできません。
※注3） 申込み締切日が「必着」のクラ

ブは応募者多数の場合、抽選と
なります。締切日以降、定員に
空きがあった場合は先着順で受
け付けます。空き状況について
は、子ども・地域課までお問い
合わせください。

クラブ名 曜
日

対　象
※注 1

期 間／時 間／回 数 参  加  料
※注 2

定
員 講 師・団 体 申込み

締切日※注3

バスケットボール A 火 小学1～3年生 5/21～Ｈ26.2/25　
16:30～17:30　全25回 7,500円 25

名
㈱ERUTLUC  
バスケットボールの家庭教師

5/6
（月・振休）

必着

バスケットボール B 火 小学4～6年生 5/21～Ｈ26.2/25　
17:30～18:30　全25回 7,500円 25

名
㈱ERUTLUC  
バスケットボールの家庭教師

5/6
（月・振休）

必着

英  語 Ⅲ 火 小学5・6年生 5/21～Ｈ26.1/28　
17:00～18:00　全25回

10,041円
（テキスト代含む）

20
名 H.Ishii

5/6
（月・振休）

必着

チアリーディング 水 小学1～6年生
の女子

6/5～Ｈ26.1/29　
16:30～18:00　全20回

6,000円（別途Tシャツ
代2,000円程度）

30
名

早田朋代（〈公社〉日本チア
リーディング協会公認指導員）

5/15（水）
必着

英  語 Ⅰ 木 小学1・2年生 5/23～Ｈ26.1/23　
16:00～16:50　全30回

8,287円
（テキスト代含む）

20
名 K.Yamaguchi 5/8（水） 

必着

英  語 Ⅱ 木 小学3・4年生 5/23～Ｈ26.1/23　
17:00～18:00　全20回

10,030円
（テキスト代含む）

20
名 K.Yamaguchi 5/8（水） 

必着

フットサル A 金 小学1年生・
2年生の初心者

5/24～Ｈ26.3/14　
16:15～17:15　全26回

7,800円（別途Tシャツ
代2,000円程度）

24
名

新宿区サッカー協会
フットサル委員会

5/9（木）
必着

フットサル B 金 小学2年生経験者
・3年生

5/24～Ｈ26.3/14　
17:20～18:20　全26回

7,800円（別途Tシャツ
代2,000円程度）

24
名

新宿区サッカー協会
フットサル委員会

5/9（木）
必着

フットサル C 金 小学4～6年生 5/24～Ｈ26.3/14　
18:25～19:35　全26回

7,800円（別途Tシャツ
代2,000円程度）

24
名

新宿区サッカー協会
フットサル委員会

5/9（木）
必着

フットサル D
《新規コース !》

金 中学1～3年生 5/24～11/29　
19:45～21:00　全11回

3,300円（別途Tシャツ
代2,000円程度）

15
名

新宿区サッカー協会
フットサル委員会

5/9（木）
必着

受講生募集!!

※レガス水泳クラブ［金曜日］については、本紙『Oh! レガス新宿ニュース』5月20日号で詳細をお知らせします

（区内在住・
 在学の小中学生対象）

小3から大人まで

会場: いずれもコズミックセンター
申込み: 各申込み締切日までに、往
復はがきに記載例（4面）のほか、学
校名・学年・緊急連絡先（携帯電話
番号）を記入し、子ども・地域課へ。
受信可能なFAXがある場合は 03-
3209-1833へ
問合せ: 子ども・地域課　
　　　　☎03-3232-5122

4月20日号4月20日号
次号は5月5日発行です。次号は5月5日発行です。平成25年4月20日 第55 号平成25年4月20日 第55 号

発行:      公益財団法人新宿未来創造財団　〒169-0072 東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックセンター内発行:      公益財団法人新宿未来創造財団　〒169-0072 東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックセンター内
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☆発表会☆9/23（月・祝）四谷区民ホールで!

他にも楽しい
メニューが
盛りだくさん☆

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
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新宿スポーツ合気道クラブ
TEL/FAX03-3976-1222

いざというときに身を守ります。
クラブ会員が親切に教えるから安心です。

対　象 ： 小学2年生から80才までの男女
日にち ： 5月5日、12日、19日（いずれも日曜日）
時　間 ： 17:00～18:20
場　所 ： 新宿コズミックセンター  第一武道場

『Oh! レガス新宿ニュース』今号を見ての来場は会費無料です。

合気道合気道
楽しい楽しい

ですです

みんなでレッツ エンジョイ スポーツ!

①障がい者スポーツデー
　障がいのある方にスポーツを楽しんでい
ただくための場として、また障がいの異なる
方々が集い、スポーツを通じて交流を深める
ことを目的とした施設開放です。

■ 水 泳
日時: 毎週火・木曜日（休館日・祝日・夏季期
間を除く）　16時～18時
会場: コズミックセンター　地下1階プール
持ち物: 水着、水泳帽、タオル、ゴーグル  など

■ 卓 球   ボッチャ   ショートテニス  など
日時: 毎週水曜日（休館日・祝日を除く）　
　　 12時20分～15時20分
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

①②とも
対象: 区内在住・在勤で障がいのある方と
その介助者
料金: 100円（介助者は無料）
その他: 障がい者用更衣室（車イス利用可）
もあります。また、プールサイドまで専用
の車イスが利用できます
申込み: 事前予約不要。ただし、②を初め
て利用される方は登録が必要です。当日、
プール受付へお申し出ください
※団体でのご利用または上記以外の種目で

の利用を希望する場合、必ず事前に下記
問合せ先までご連絡ください

問合せ: 学習・スポーツ課  ☎03-3232-5121

エンジョイ＆ビギナーレッスン

初心者フットサル教室
　ボールを蹴

け

り始めたばかりの方や、もっと
楽しく蹴りたい方が対象の教室です。ボール
を楽しく蹴りながら、技術向上を目指しましょ
う。フットサル未経験の方も、女性フットサ
ル愛好者も、お気軽にご参加ください。
内容: ウォーミングアップ、基礎練習、
テーマ練習、ミニゲーム
日時: 5月31日、6月14日・21日・28日、
9月20日・27日、12月6日・20日（いずれ
も金曜日）　20時～21時30分　全8回
会場: コズミックセンター　2階大体育室
講師: 区サッカー協会フットサル委員会所属
チーム
対象: 区内在住・在勤・在学（高校生以上）の方
定員: 25名（多数抽選）
料金: 全4,000円（欠席時の返金なし）
協力: 区サッカー協会フットサル委員会
申込み: 5月13日（月）必着。
往復はがきに記載例（4面）のほか、スポーツ
経験の有無を記入し、学習・スポーツ課へ。
受信可能なFAXがある場合は

03-3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　
　   　  ☎03-3232-5121 

コズミックセンターのプールで 
みんなでじゃぶじゃぶ!

②ハンディキャップスイムデー
　障がいのある方々が温水プールで“水の効
用”をお楽しみいただけます。さまざまな障が
いのある方が一緒になって泳いだり、歩いたり
しています。
日時: 毎月第2・4日曜日　9時～11時
※7月～9月に除外日あり
会場: コズミックセンター　地下1階プール

6月卓球教室
日時: 6月6日～27日の毎週木曜日　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: 各クラス12名（多数抽選）
料金: 全2,000円
協力: 区卓球連盟
申込み: 5月16日（木）必着。コズミックセン
ター窓口で配布の所定の申込書もしくは往復
はがきに記載例（4面）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）　※返信を希望する場合は、
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5月23日（木）
コズミックセンター窓口に掲示しますので、
ご確認ください　※お問い合わせは、平日の
9時～17時の間にお電話ください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎ 03-3232-5121

［金曜 午前のコース］

⑤ピラティスを知る!
　深い呼吸を意識してインナーマッスルを鍛
え、骨盤底筋群強化・骨盤や脊

せ き

柱
ちゅう

のアライ
メント（正しい配置）などへの理解を深めて体
幹をしっかり作ることで、姿勢を改善します。
日時: 6月7日～8月9日の毎週金曜日　
　　 11時20分～12時20分　全10回
講師: あかり（月曜通年レガスポ! 担当講師）

［金曜 午後のコース］ 女性限定

⑥「骨盤体操」 託児サービスあり

　おなかのたるみが気になる、下半身のむく
みやだるさを何とかしたい…etc。骨盤底筋
群を引き締めて、女性の繊細な悩みを解消
し、明るくはつらつと過ごしましょう。
日時: 5月17日～6月28日の毎週金曜日
　　 13時～14時　全7回
講師: 岡田由記子（木・金・土曜通年レガスポ! 
担当講師）
その他: 【託児サービス】 生後6カ月～未就学
児を対象に定員6名、全2,100円、欠席時の
返金なし。希望の方は、お子さまの氏名（ふり
がな）・年齢（「○歳○カ月」）もお書きください　
※乳児同伴での受講はできません

［金曜 午後のコース］ 女性限定
梅雨を快適に!

⑦ヨガセラピー
　ヨガの呼吸法とポーズで筋肉の緊張をほぐ
し姿勢を正すことで、体のさまざまな不調を
改善します。体がだるい、重たい…などの症
状が起きやすい梅雨の時期を快適に、そして
夏に向けて代謝のよい体づくりを!
日時: 5月17日～6月28日の毎週金曜日　
　　 14時20分～15時20分　全7回
講師: 長友珠紀（レガスポ! 登録講師）

①～⑦共通
会場: ①②③⑥⑦大久保スポーツプラザ　
3階和室（大久保3-7-42）
④住吉町生涯学習館　2階レクリエーショ
ンホール（住吉町13-3）
⑤三栄町生涯学習館　3階レクリエーショ
ンホール（本塩町2）
対象: 区内在住・在勤の方優先　※⑥⑦は
女性限定です
定員: ①②③⑤⑥⑦25名　④20名（いず
れも多数抽選）　※いずれも最少催行15名
料 金: ① ④ ⑥ ⑦ 全2,800円　 ② ③ ⑤ 全
4,000円（いずれも欠席時の返金なし）
申込み: 5月2日（木）必着。往復はがきに
記載例（4面）のとおり記入し、学習・ス
ポーツ課へ　※区内在勤の場合は勤務先の
名称・所在地も明記してください
問合せ: 学習・スポーツ課　
　　　   ☎03-3232-5121 

［月曜 午後のコース］

①こころとからだ 
　全身らくらく体操
　筋肉がほぐれると、頭や神経もリラックス
して集中力も高まります。心身ともに楽にする
「からだほぐし体操」を中心に、「からだを楽に
する呼吸法からボイストレーニング」で楽しくす
ごし、健康増進の第一歩を!
日時: 5月13日～7月8日の毎週月曜日　
　　 （第3月曜日を除く）　
　　 13時30分～14時30分　全7回　
講師: 蔭山雅之（月曜通年レガスポ! 担当講師）

［水曜 午後のコース］

②柔らかな心と軽やかな 
　体を作る「癒

い や

しのヨーガ」
　ゆったりとしたヨーガで心と体を調和させ
て、毎日を健やかにすごしましょう。シンプル
なポーズ、呼吸法、瞑

め い

想
そ う

法を行うことで、あ
なた本来のバランスを取り戻します。自分自
身の体を知ることで、病気やケガの予防に!
日時: 5月15日～7月17日の毎週水曜日　
　　 12時50分～13時50分　全10回　
講師: ユキ（水曜通年レガスポ! 担当講師）

［水曜 午後のコース］

③「気功太極拳」入門編
　気の流れを整えることで、健康な心身へと
導きます。太極拳をこれから始めたいという
方に最適なクラスです。流麗な動きに合わ
せ、無理なく柔軟性を高めていきましょう!
日時: 5月15日～7月17日の毎週水曜日　
　　 14時20分～15時20分　全10回　
講師: 長谷川明（レガスポ! 登録講師）

［水曜 夜のコース］
お勤め帰りの方におススメ!

④ゆったり、らくらく 
　「シェイプボクシング」
　はじめての方でも大丈夫! リズミカルな音
楽に合わせ、足を動かすと同時にパンチと
フットワークなどの動作を行い、
身体能力を高めます。
　有酸素運動が基礎代謝
を高めるので、たっぷりと
汗をかきたい方におすすめ
のクラスです。
日時: 5月29日～7月10日
　　　の毎週水曜日　
　　  19時30分～20時20分
　　  全7回
講師: 里見昌斗
　　  （月・木曜通年レガスポ! 
         担当講師）

人気のタイ式ヨーガが再登場!

①ルーシーダットン（自己整体）
　シンプル＆わかりやすいポーズで代謝を
アップさせ、体の歪

ゆ が

みの矯正や柔軟性・筋
力アップなどの効果がトータルで得られる自己
整体法です。年齢に関係なくお楽しみいただ
けます。
日時: 5月20日～7月29日の毎週月曜日
　     （6月10日、7月8日・15日を除く）
　     9時30分～10時30分　全8回　
講師: 松永良恵（レガスポ! 登録講師）

話題の講座をお気軽体験!

一日の終わりに心と体の疲れを取り除く

②リラクゼーション・ヨーガ
　ヨーガの正しいポーズを学び、呼吸を整え
て、凝

こ

り固まった腰や、肩まわりや緊張した全
身の筋肉と心をほぐし、リラックスしましょう。
就寝前のゆったりとした運動は安眠にもつなが
ります。翌朝は爽

さ わ

やかな目覚めと活力を!

日時: 5月22日～7月24日の毎週水曜日
　　 20時～21時　全10回
講師: 今田智子（水曜通年レガスポ! 担当講師）

見た目年齢
　　マイナス5歳を目指す 

女性限定

③エイジレスボディ・トレーニング
　「今さらカラダなんて変わらない」と、あきら
めていませんか? アンチエイジングのキーワー
ドである「筋肉」はいくつからでも増やせます。
的確に効果のあるトレーニングを体感して、
カラダの中から若返りましょう。
日時: 5月22日～7月24日の毎週水曜日
　　   20時15分～21時15分　全10回
講師: Hiroko（レガスポ! 登録講師）

本当の美しさは内側にある 女性限定

④キレイをつくる筋トレ
　筋肉は一枚皮でつながっているため、総合
的に効率よくトレーニングすると、血流がよく
なってカラダのサビが取れ、美容効果も発揮
します。モデル出身のトレーナーが実践してい
る筋トレを伝授します。
日時: 5月24日～8月2日の毎週金曜日　
　　 （7月26日を除く）
　　 13時～14時　全10回　
講師: 麻琴（レガスポ! 登録講師）

お腹まわりをひき締めて、 女性限定
くびれのあるボディラインを!

⑤カーヴィー・ボディエクササイズ
　ラテン、ヒップホップ、ジャズダンスなどの
動きを取り入れ、骨盤のまわりを中心に、ふ
だんの生活では使わない部分を柔軟に動か
し、楽しく踊って代謝をアップ! ダンス未経
験の方も、ハードな運動が苦手な方も、気
軽に参加できるプログラムです。
日時: 5月24日～8月2日の毎週金曜日
　　 （6月7日、7月26日を除く）
　    14時20分～15時10分　全9回　
講師: セルツァー正美（火・木曜通年レガスポ! 
担当講師）

①～⑤共通
会場: コズミックセンター　①③2階多目的室・地下１階多目的広場　
　　  ②地下1階多目的広場　④⑤2階多目的室・地下1階多目的広場
対象: 区内在住・在勤の方優先　※③～⑤は女性限定です
定員: 各30名（多数抽選）  ※最少催行20名
料金: ①全3,200円　②～④全4,000円　⑤全3,600円（いずれも欠席時の返金なし）
申込み: 5月2日（木）必着。往復はがきに記載例（4面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ　
※区内在勤の場合は勤務先の名称・所在地も明記してください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121 

出 張人気の講座を
お近くで 楽しくレッスン

レガスポ！10

2

スポーツ

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
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レガスパーク掲載申込：財団Webレガスパーク掲載行事は財団主催ではありません。各主催者に内容をお確かめのうえ、ご自分の責任でご参加ください。

 レガスパークレガスパーク お問い合わせは、直接各ご連絡先まで。広告スペース

募　集
ベテランの外国人講師が楽しく教えます

英語､ 仏語､ 西語､ 伊語､ 独語､ 中・韓国語　他
幼児から上級まで　体験個人40分1500円
グループ可　曙橋駅A4より徒歩１分　ＬＩＧ
0333554471 http://home.att.ne.jp/air/lig/

人と人との境界線・「バウンダリー」講座
人間関係の基礎になる「バウンダリー」を学ん
で家庭・職場・社会で豊かな関係を築きませ
んか。第２火10時～12時　飯田橋東京ＶＣ
080-5372-9810 市川  ファミリーネット東京

私立小四～放課後学習Customized Residence
月-金～19:00入年費無･面審･英数学校塾補･他

（英新聞･音他）～10H8000･～20H15000･～40H（7
00xH）女主任教免/海外MC･指リーダー理系修士
中村39548721（-3014fax）JR目白高馬･大江戸L
内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
幼児～大人　初心者歓迎　上級者まで対応
お気軽に無料体験♪落合南長崎・中井駅７分
＊生け花教室＊　℡ 080-5674-4187 平野
幼児～大人。少人数制。初心者歓迎。無料体験有
月・火・金・応相談。早稲田・若松河田５分

歌個人指導（超苦手～プロ）生徒募集！
音程､ 声域､ 声量や歌の悩みを最先端のボイス
トレーニングで解消!話声にも対応。無料体験有!
高田馬場駅徒歩２分。フェザー ☎3362-1920
健康体操教室受講生募集!!☎080-8877-6262
中高年のストレッチ＆健康体操（月）11:30～
13:00 60歳からの健康体操（火）15:00～16:30

（金）12:30～14:00 受講料3ケ月11回 \16500
（4月～）会場:高田馬場アクセ・スタジオ 2F
ボディモーション健康サークル　担当　岡

カラオケメンバー募集
新宿西口小田急デパート近く１分
☎3373-7260　留守TEL、FAX可

やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
ヨガ・ストレッチ体操あり！ 初心者大歓迎！
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka
♪桐朋音大講師のレッスン♪　☎3952-5055
初歩～受験まで　気軽に相談を　中井駅７分

「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」で検索を

レガスパーク掲載行事は財団主催ではありません。各主催者に内容をお確かめのうえ、ご自分の責任でご参加ください。 レガスパーク掲載申込：財団Web

oe23Z™講座

事前説明会
　応募される団体を対象に、下記の要
領で説明会を開催します。希望団体は、
前 日 ま で に 電 話 かFAX（ 03-3209-
1833）で学習・スポーツ課までお申し込
みください。
日時: 5月8日（水）　13時30分～
※ 上記日程でご都合がつかない場合は、

別途、個別に説明します
会場: コズミックセンター　3階小会議室

内容: 区民（初心者）の方を対象とした各種講座・イベントの企画と運営
対象: 区内で自主的に活動している生涯学習のグループ
助成対象となる事業期間: 10月1日（火）～平成26年3月31日（月）
助成対象となる回数・上限額: 

【講座型】 年間20回まで・上限20万円
【イベント型】 年間2回まで・1回5万円を限度
に最大10万円まで
※講座型とイベント型の重複申請はできません
申込み: 6月5日（水）必着。所定の申請用紙に
必要事項を記入のうえ、コズミックセンター
窓口（平日9時～17時）へ直接お持ちください

（要事前予約）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

初心者弓道教室
　日本の伝統武道である「弓道」は、“心”と“技”
で成り立ちます。「技に従い、道に進む」と言わ
れるように、技術の習得から始めてみませんか? 
講師のていねいな指導で、安心して学べます。
日時: 5月28日（火）・30日（木）、6月1日（土）・
4日（火）・6日（木）・8日（土）　
19時～21時　全6回
会場: コズミックセンター　1階弓道場
対象: 区内在住・在勤・在学（高校生以上）の健康
で運動する体力のある方　※指導の性質上、全6
回出席できる未経験者に限ります
定員: 15名（多数抽選）
料金: 全3,000円（別途下がけ代200円実費負担）
協力: 区弓道連盟
申込み: 5月14日（火）必着。往復はがきに記載例

（4面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

①仏像の魅力を探る
～天

て ん

寿
じ ゅ

国
こ く

繍
しゅう

帳
ちょう

と白鳳時代の仏像～
　中宮寺の「天寿国繍帳」は、現在ではそ
の断片しか残っていませんが、当初は聖徳
太子が往生したとされる浄土を再現した大変
美しいものでした。その「歴史的背景と造形
の魅力について」と、7世紀後半の「白鳳時
代の寺院と仏像」を概観します。
日時: 5月21日、6月18日、7月16日

（いずれも火曜日）  19時～20時30分  全3回
会場: コズミックセンター ３階大会議室  ほか
講師: 金子典正（京都造形芸術大学准教授、
仏教美術史・東洋美術史専攻）
定員: 60名（多数抽選）
料金: 全1,500円

癒
い

やされる夏のインテリア

②苔
こ け

玉
だ ま

づくり教室
　苔の生育を楽しみながら、見た目も涼しい

“苔玉”でお部屋を飾りませんか! 吊
つ

るすタイ
プと置くタイプを各1個ずつ作ります。
日時: 6月6日（木）   10時～12時
会場: 西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）
講師: 大橋秀子（フラワーアレンジメント作家）
定員: 30名（多数抽選）
料金: 500円（別途材料費1,000円）

①②とも
対象: 区内在住・在勤・在学の方優先
申込み: ①5月10日（金）・②24日（金）必
着。往復はがきに記載例（4面）のとおり記
入し、学習・スポーツ課へ。受信可能な
FAXがある場合は 03-3209-1833へ
問合せ: 学習・スポーツ課　
            ☎03-3232-5121 

①おひとりさまのための�
　お金とココロ術�

　お金に関する一生の不安から解放され、「豊
かで幸せな人生を過ごしていただくこと」を最
終目標に、どのようにお金と関わっていけばよ
いのか、その知識や生き方を学んでいきます。
日時: 5月25日（土）　14時30分～16時30分
講師: 山本節子（ファイナンシャルプランナー）

秋から始める、区民を対象とした講座やイベントを企画・実施してみませんか?

第3回区民プロデュース事業実施団体募集
　区民の方々を対象に、「教養講座」（文学・文化・歴史・時事・語学など）をはじめ、「趣味」（手
工芸・絵画・陶芸など）や「生活」、「暮らしと健康」、「スポーツ」、「家庭教育・子育て」、「国際交流」
などに関する講座やイベントを企画し、実施してみませんか? 優れた企画には、その実施に対して
助成金を支給します。詳しくは、コズミックセンター窓口および各生涯学習館・地域センターなど
で配布中の募集要項をご覧ください。

②暮らしと薬
　さまざまな種類がある市販の薬。自分がどの
市販薬を選べばよいのか、服用時の注意点、
さらにジェネリック医薬品について学びます。
日時: 6月8日（土）　14時～16時
講師: 小山郁夫（元大正製薬㈱ 
主席研究員・薬学博士）

　①②共通
会場: コズミックセンター　5階大研修室　対象: 区内在住・在勤の方優先　※①は女性限定
定員: 40名（多数抽選）　申込み: ①5月10日（金）・②24日（金）必着。往復はがきに記載例

（4面）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXがある場合は 03-3209-
1833へ　※往復はがきの場合、1講座ごとに1枚のお申し込みが必要です
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121 

一般公開のご案内

春プログラム「春の星空と動いている大陸」
　「大陸は地球表面上を移動している」という『大陸移動説』を初めて唱えた地球物理学者
ウェゲナーの物語と、おおぐま座のお話を投影します。
投影日: 4月21日（日）・27日（土）、5月5日（日・祝）・6日（月・振休）・11日（土）・19日（日）・
25日（土）　時間: 1回目10時30分～・2回目13時30分～・3回目14時50分～の1日3
回（投影時間は各約50分）　※各回投影開始30分前に開場
対象・定員: どなたでも　150名（各回先着順）　
料金: 300円（中学生以下無料）　※鑑賞券は投影開始30分前から会場受付で販売

星空コンサート
sleep�warp�×�プラネタリウム�“星空のレプリカ”
　星空にただよう、美しい音色に包まれて、眠りについてほしい。
sleep warp、初のプラネタリウムライブ "星空のレプリカ"。
日時: 5月18日（土）　18時30分開演（17時30分開場）
出演: sleep warp
曲目: 『星のレプリカ』『めぐる物語』『キオク流星群』　ほか
※曲目は変更になる場合があります
対象: どなたでも　※未就学児の入場不可
定員: 140名（指定席110席・自由席30席）
入場料: 自由席1,500円、指定席（特典付き）2,000円
購入: 【電話予約】 自由席のみ　☎03-3232-5121（学習・スポーツ課）

【窓口購入】 コズミックセンター・新宿文化センター（ともに９時～17時）
【プレイガイド】 指定席のみ　イープラス　http://eplus.jp/  ［PC・携帯電話共通］
※指定席のコズミックセンター・新宿文化センターでの取り扱いはありません
問合せ: 株式会社クリア　☎03-6450-9795 ／ 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

会　場: コズミックセンター　
　　　　8階プラネタリウム
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

①NPO法人新宿区ウオーキング協会
　第99回�例会

　江戸城登城と皇居めぐり
　ウォーク��約10km
日時: 5月7日（火）　
         8時40分～9時受付　正午解散予定
コース: 外濠公園（集合）→靖国神社→千鳥ヶ
淵公園→半蔵門→桜田門→大手門→旧本丸→
天守台→北の丸公園（ゴール）
集合: 外濠公園（JR中央線・総武線、東京メ
トロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」四ツ谷口）
解散: 北の丸公園（都営地下鉄新宿線・東京メ
トロ半蔵門線・東西線「九段下駅」）
料金: 400円
主催・問合せ: NPO法人新宿区ウオーキング
協会　☎090-3217-4109

②レガス健康ウォーキング

　都営地下鉄大江戸線一周�
　��ウォークその2��約8km
日時: 5月15日（水）　
         8時40分～9時受付　正午解散予定
コース: 区立芝公園（集合）→赤羽橋→大門→
築地市場→勝どき橋→清澄通り→門前仲町→
清澄公園（ゴール）
集合: 区立芝公園（都営地下鉄三田線「芝公園
駅」A4出口）
解散: 清澄公園（東京メトロ半蔵門線・都営地
下鉄大江戸線「清澄白河駅」）
料金: 400円
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

①②とも
対象: どなたでも　定員なし
持ち物・服装: 運動しやすい服装

（スカート不可）・運動靴で、手が
自由になるように。飲み物・帽子・
雨具などは各自でご用意ください
申込み: 不要。当日受付時間内に
直接、集合場所へお越しください　
※雨天決行

一 歩 一 歩 、 健 康 づ く り ♪

本薬師寺址

吊るすタイプ
（鈴は付きません）

置くタイプ

sleep warp

女性
限定

2個
作ります!
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学 習

http://eplus.jp/
http://home.att.ne.jp/air/lig/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init


コズミックセンター　13日（月）／大久保スポーツプラザ　20日（月）／新宿歴史博物館　13日・27日（ともに月曜日）／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　
7日（火）・13日・20日・27日（いずれも月曜日）／新宿文化センター　14日（火）／生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉  13日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉  27日（月）

記載例申込先（往復はがきの場合）
学習・スポーツ課、子ども・地域課、経営課、施設課
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
　新宿コズミックセンター内　○○課

学芸課、観光課
〒160-0008 新宿区三栄町22
　新宿歴史博物館内　○○課

文化交流課
〒160-0022 新宿区新宿6-14-1
　新宿文化センター内　文化交流課

記入しない

返信（裏）往信（表）

申
込
先
所
在
地

申
込
先
名

マークの付いた講座は、財団ホームページ
内の［講座予約サービス］から申し込み可

①講座名など
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話・FAX番号
⑤年齢
⑥性別

往信（裏）返信（表）

申
込
者
住
所

申
込
者
氏
名

返信用にも、ご自分のご住所
とお名前をお書きください。
※特に記載のないものは、応
募多数の場合は抽選にな
ります

※申込先・所在地の記載があ
る場合は、各あて先へ

①②とも

みるっく 4・5月
の展示
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宿
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歌舞伎町

新宿区役所
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新宿西口駅 靖 国 通 り

都営地下鉄
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ギャラリーオーガード

東京メトロ
丸ノ内線

伊勢丹新宿通り

明
治
通
り

新宿
三丁目駅

展示中〜4月25日（木）
　彩色水墨画展
4月26日（金）〜5月23日（木）
　新水会 水彩画展
展示場所: 新宿大ガード下・北側歩道
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

ギャラリーオーガード

埼玉西武ライオンズ バックヤード見学ツアー
参加者大募集!!

　　　　　　　　　5月の臨時休館のお知らせ
　館内設備のメンテナンスのため、下記の期間は休館します。
　ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

■プール‥5月13日（月）～17日（金）
■プール以外の施設‥5月13日（月）～15日（水）
なお、休館中の1階事務所窓口の営業は17時までです。
5月18日（土）以降、通常営業となります。
※�他の施設の5月休館日は、下部欄外をご覧ください

問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

日時: 5月18日（土）　受付9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・在学の小学生　※当日参加可の「未就学児の部」
もあります　主催: 第37回わんぱく相撲新宿区大会実行委員会
主管: 公益社団法人東京青年会議所新宿区委員会　
共催: 新宿区立小学校PTA連合会、公益財団法人新宿未来創造財団
申込み: 所定の申込書（コズミックセンター窓口に設置、財団ホー
ムページからダウンロード可）に必要事項を記入のうえ、コズ
ミックセンター窓口まで直接お持ちください（当日申込み可）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

　普段はなかなか入ることができない西武ドームの裏側を紹介する特別
ツアーです。ライオンズの選手がアップ練習をする様子も見ることができ
ます。ツアー終了後は試合を観戦して、みんなでライオンズを応援しよう!
時間: 10時集合　14時試合開始　
会場: 西武ドーム（埼玉県所沢市上山口2135　西武狭山線「西武球場前駅」）
対象・定員: 区内在住・在勤・在学で、当日の観戦チケットをご用意できる方　90名（多数抽選）
※観戦チケットは5月31日（金）までに下記の「区内販売場所」で購入し、当日お持ちください
※コズミックセンターでのチケット取り扱いはありません
参加料: 無料　※ただし、観戦チケット代は各自別途　申込み: 5月10日（金）必着。往復はがきに記
載例（下段）のほか、区内在勤・在学の方は勤務先（通学先）とその所在地、同伴者がいる場合は全員の
氏名を記入し、学習・スポーツ課へ。受信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ
その他: 当落の通知は5月15日（水）発送予定　※観戦のみの「新宿区感謝デー!」チケットの購入に
ついては下記をご覧ください　問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

①区民無料招待
対象: 区内在住・在学・在勤の方とその同伴者　※小学生以下のお子さまは要保護者同伴
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: 不要。所定の申込書（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
受付: 当日13時～　国立競技場千駄ヶ谷門スロープ右側特設テントまでお越しください

②障がい者招待
対象: 区内在住・在学・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・付き添いの方とも）
申込み: 4月25日（木）必着。電話もしくは往復はがきに記載例（下段）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 03-3232-
1833へ

土だって気楽にリサイクル!
赤城ガーデニングクラブ
不用園芸土無料回収

　ご家庭内で不用となった園芸用の鉢植えやプランターの土を無料で回収します。お持
ちいただいた土は、土壌改良したうえで園芸土としてリサイクルし、赤城ガーデニング
クラブで使用します。

 【お持ちいただく際のご注意】
  ◆ 石・砂、草木の根などは取り除き、水気を切ってください。
  　 ※当日、お持ちいただいた土を確認させていただき、石や根などが多い場合や水気が多い
  　　 場合は、お持ち帰りいただくこともあります
  ◆ 回収の量は、1人10kgまで。
  ◆ 区内在住であることを証明するもの（免許証・健康保険証など）をお持ちください。

日時: 5月15日（水）　10時～11時30分　※時間厳守
会場: 赤城生涯学習館（赤城元町1-3）　対象: 区内在住の方　
料金: 無料　※簡単なアンケートにお答えください　申込み: 事前予約不要。当日直接、会場へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121　※当日は、赤城生涯学習館　☎03-3269-2400　赤城生涯学習館（赤城元町1-3）は耐震補強工事に伴い、下記の期間、休館となります。利用

者のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
　なお、再開後のご予約などについては、本紙『Oh! レガス新宿ニュ
ース』12月20日号でお知らせする予定です。

　■休館期間‥8月1日（木）～平成26年3月31日（月）（予定）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

赤城生涯学習館

コズミックセンター

時間: 15時試合開始　
会場: 国立競技場（霞ヶ丘町10-2）　【アクセス】 都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」A2出口
から徒歩1分、JR中央線「千駄ヶ谷駅」から徒歩5分　ほか
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

新宿区サンクスマッチ
東京ヴェルディ 無料招待デー!

6/1（土） 14:00  プレイボール

〜6月1日（土）はライオンズ新宿区感謝デー!〜
区内在住・在勤・在学の方はお得な価格でチケットが購入できます!

【座種】 内野指定席B　大人・子どもとも1,200円（正規料金当日3,000円）
【特典】 生ビール200円割引券・ペットボトルドリンク50円割引券付き
【購入】 チケット購入の際は、区内在住・在勤・在学が確認できる証明書（運転免許証・健康保険
証など）をお持ちください（代表者1名で6名分まで購入可）
※未就学児のお子さんが保護者等の膝上で観戦する場合はチケット不要
※当該座席が満席の場合、他の座席に変更となる場合がありますので、ご了承ください

【区内販売場所】 ちけっとぽーと新宿店（新宿3-15-17　伊勢丹会館  地下1階）
※ そのほか、都内・埼玉県内の販売所につきましては、下記インフォメーションセンターまで

お問い合わせください
【問合せ】 埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター　☎0570-01-1950
　　　　 〔営業時間〕 通常10時～18時（土日・祝日休み）

5/12（日） 15:00  キックオフ
Jリーグ公式戦      vs ヴィッセル神戸

セ・パ交流戦   vs 東京ヤクルトスワローズ

ちびっこ力士あつまれ!
第37回 わんぱく相撲新宿区大会

耐震補強工事に伴う休館のお知らせ

土

ⓒTOKYO VERDY

ⓒTOKYO VERDY

ⓒSEIBU Lions

グートルン・ラーバー・プライヒンガー

ⓒSEIBU Lions

モーツァルトの故郷ザルツブルクよりゲストを迎えたスペシャルコンサート！

5月のコズミックセンターロビーコンサート

5／1
（水）

時間: 正午～13時　
会場: コズミックセンター　1階ロビー
出演: ヴァイオリン／グートルン・ラーバー・プライヒンガー

（オルフェオ・バロック・オーケストラ）、
ピアノ／八木原容子（ザルツブルク・トイハウス劇場）
曲目: ヴィヴァルディ『四季』から「春」、
クライスラー『美しきロスマリン』　ほか　
対象: どなたでも　
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください　
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

～ヴァイオリンとピアノ～

4 5月の休館日の
お 知 ら せ

お知らせ
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