
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

Eメール

   ・・・・・・・・
・・・

■ 広告枠サイズ（１枠）／ 販売価格　※複数枠の購入も可
掲  載  面 型 枠数 料金（1枠）

表　面
中　面

縦 型 5 38,850円
29,400円

裏　面 37,800円

サイズ（縦×横） 
76mm×48mm

縦 型 576mm×48mm
縦 型 576mm×48mm

■ 割引　同一年度内で年間6枠以上のお申し込みで承ります。
　　　　　詳しくはお問い合わせください。

 新聞折込配布＝125,000部
（発行133,000部）

毎月5日・20日発行（年間24回）新宿区
全域を
カバー

「Oh! レガス新宿ニュース」
に広告を掲載しませんか？

株式会社 ドゥ・アーバン   レガス係　  〒153-0042 目黒区青葉台 2-21-6　中目黒青葉台ビル

お問い合わせ、お申し込みは下記まで。
　　 03-5724-5921
　　 03-5724-5922
            regasu-info@do-urban.co.jp
                       www.do-urban.co.jp/

FAX

TEL

ホームページ

日　　時 プ ロ グ ラ ム

 6/30（日）
 9:30～11:30

『宇宙の学校』開校式、オリエンテーション
プラネタリウム「彗星と流れ星について」

 8/25（日）
 9:30～11:30

【Aコース】 ペーパースチロールで凧
たこ

を作ろう
【Bコース】 表面効果翼船「ラム」を作ろう

 10/27（日）
 9:30～11:30

【Aコース】 ストローロケットを作ろう
【Bコース】 望遠鏡を作ろう

 12/23（月・祝）
 9:30～11:30

【Aコース】 星座パズルを作ろう
【Bコース】 注射器ロケットを飛ばそう
レポート発表、閉校式

問合せ: 子ども・地域課
☎03-3232-5122

　「宇宙」のことだけではなく、
“身近な不思議”を実験や工作を
通して楽しく学ぼう! 全4回に
わたるスクーリングには、おも
しろいプログラムが満載です。
ご家庭でもできる実験などを写
真やイラストで説明したテキス
トも配布します。

科学が好きな子       集まれ〜!
親 子 で
科 学 を
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会場: コズミックセンター　ほか
対象: 区内在住・在学の小学生
定員: 【Ａコース】 小学1・2年生（保護者同伴）　親子40組
         【Ｂコース】 小学3〜6年生　40名
         ※両コースとも応募者多数の場合は抽選
料金: 全3,200円（材料費込み）
協力: NPO法人子ども･宇宙・未来の会
         独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙教育センター
申込み: 6月16日（日）必着。往復はがきに記載例（４面）のほか、学年・
学校名、保護者の氏名を記入し、子ども・地域課へ。受信可能なFAXが
ある場合は 03-3209-1833へ
※締切日以降のお申し込みについては、直接お問い合わせください過去の様子　ペットボトルロケットびゅーん！

過去の様子　大気の実験

過去の様子　レポート発表

過去の様子　風車をつくろう

子ども未
来講座

宇宙の学
校

5月20日号
次号は6月5日発行です。平成25年5月20日 第57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
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無料法律・税務講座

弁護士・税理士による無料講座を行い
ます（要予約）。

※相続に関する無料法律相談もご予約受
け付け中です（ 6・7月は法律・税務合同
相談を予定 ）。詳細は、ウェブサイトを
ご覧いただくか、上記Telまでお問い合わ
せください。 

☝ www.chuolaw.com
広告責任者：弁護士 江森民夫（東京弁護士会所属）

［日時］平成 25 年 6 月 1 日（土）
           午後 2：00 ~ 4：30（予定）

［会場］ハロー貸会議室四谷
　　     （新宿区四谷1-5  三陽ビル4 階）
［問合せ・予約］東京中央法律事務所

 ☎03-3353-1911

相続開始後の法律・
税務上の対応

エアコンクリーニング

今年の夏もキレイな空気と
省エネ　　節　電

家庭用壁掛け型エアコン
　 1台 ￥10,500～

家庭用壁掛け型エアコン
　 1台 ￥10,500～

フリーダイヤル 0120-46-7901
おそうじ本舗 中野駅前店

豊島区南長崎2-20-3 ラ・フロー三楽 1階

■防カビコートでキレイ長持ちセット
　　　室内機 + ＡＣコート　
　　　1セット　￥13,650～

■節電対策! 中も外もおそうじセット
　　　室内機 + 室外機　　
　　　1セット　￥15,750～

■とことんエアコンおそうじセット
　　　室内機 + 室外機 + ＡＣコート　
　　　1セット　￥18,900～
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セットが
おススメ!

7 月 卓 球 教 室

　初心者から上級者まで、レベルに合わせた指導で、どなたでも楽しめる教室です。ひとつの
卓球台を3～4名で利用するので、仲間づくりにもピッタリ!
日時: 6月6日〜27日の毎週木曜日　10時30分〜12時　全4回
会場: コズミックセンター　2階大体育室
講師: 区卓球連盟
対象: 心身に障がいのある方　
※ご家族や介助の方の同伴も可能です
定員: 10名（先着順）　
料金: 全400円（同伴者無料）
申込み: 5月31日（金）必着。往復はがき、またはFAX（
03-3209-1833）で記載例（4面）のほか、「障がいの種類」

「車イスの使用・不使用」「介助同伴者の有無とその人数」を
記入し、学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

日にち: 7月中旬〜11月中旬の日曜日および
祝日（予定）
会場: 西戸山公園野球場（百人町4-1）　ほか
対象・定員: 区内在住・在勤の15歳（平成
25年4月1日現在）以上の方（中学生を除く）
で構成されたチームまたは区軟式野球連盟登
録チーム（監督・代表者含め12〜20名）　約
180チーム
料金: 1チーム2,000円（別途連盟大会経費
11,000円）
主管: 区軟式野球連盟
申込み: 6月15日（土）の18時〜20時に直
接、コズミックセンター5階大研修室へ参加
料と登録者名簿（申込み責任者とチーム全員
の住所・氏名・生年月日を記入。書式自由）
をお持ちください　※大会要項は財団ホーム
ページからダウンロード可
代表者会議: 6月22日（土）  18時30分〜　
コズミックセンター　5階大研修室　
※欠席の場合は棄権とみなします
問合せ:区軟式野球連盟　吉澤　
☎03-3207-1786

　ダーツにチャレンジ! 自宅でもできる楽しい
室内生涯スポーツです。基本から指導します
ので、はじめての方もどうぞお気軽にご参加
ください。
日時: 6月1日〜29日の毎週土曜日　18時
30分〜20時30分　全5回
会場: 西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）
対象: 区内在住・在勤の方（性別不問）
定員: 60歳以上10名　60歳未満5名（とも
に多数抽選）
料金: 全1,000円（初日に集金します）
主催: 一般社団法人新宿区体育協会、
公益財団法人東京都体育協会、東京都
主管: 新宿ダーツアミティ
申込み・問合せ: 5月25日（土）必着。往復
はがきに講座名（「ダーツ講習会」）、氏名（ふ
りがな）・年齢・性別、電話番号のほか、区
内在勤の場合は勤務先の名称と所在地を記入
し、新宿ダーツアミティ（〒161-0032 中落
合2-11-21　進藤方　☎03-3954-3881）へ

な ぎ な た 初 心 者 教 室
日時: ①【水曜教室】 6月5日・12日・19日・26日　19時30分〜21時　全4回
　　   ②【土曜教室】 7月6日・13日・20日・27日　9時45分〜11時30分　全4回
会場: 新宿スポーツセンター　4階第二武道場（大久保3-5-1）
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の方　各教室10名（多数抽選）
参加料: 各教室全2,000円
持ち物・その他: なぎなたは用意します。動きやすい服装（スカー
ト不可）をご用意ください
申込み・問合せ: ①5月31日（金）・②6月25日（火）必着。往復
はがきに講座名（「なぎなた初心者教室」）、住所、氏名（ふりがな）・
性別、電話番号を記入し、新宿区なぎなた連盟　射手矢知子

（〒169-0072 大久保1-3-8　☎03-3200-9912）へ

日程: 【初級コース】 〈午前・昼クラス〉 7月4日・11日・18日・25日
　　  【実践応用コース】 〈夜間クラス〉 7月4日・11日・18日、8月1日※

　　　いずれも木曜日　各クラス全4回
　　　※夜間クラスの4回目の日程は他と異なりますのでご注意ください
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: 6月13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: 抽選後、返信はがきを送付または6月20
日（木）に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　
※ 電話での当落のお問い合わせは、平日9時〜

17時の間に学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

　平成25年度から、「卓球教室」への申込
み締切日を次のとおり変更しました。

【締切日】 開講月の1カ月前の第2木曜日
（第5木曜日まである締切月は第3木曜日）
まで

【8月以降のクラスの申込み期間】
  8月‥お休み
  9月‥7月20日（土）～8月15日（木）
10月‥8月20日（火）～9月12日（木）

【その他】 卓球教室の参加者募集は本紙毎
月20日号およびホームページでご案内し
ます。11月以降のクラスの日程などは順
次ご確認ください

7 月 卓 球 教 室

①いきいきウォーク新宿

　我が町若松地区
　いきいきウォーク 約4km
日にち: 5月22日（水）
時間: 受付9時10分〜30分　正午解散予定
コース: 若松地域センター（スタート）→戸山
公園・箱根山→甘泉園公園→早稲田通り→諏
訪神社→新宿スポーツセンター前（ゴール）
集合: 若松地域センター（都営地下鉄大江戸線

「若松河田駅」河田口出口）
解散: 戸山公園・新宿スポーツセンター（東京
メトロ副都心線「西早稲田駅」）
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会
主催・問合せ: 新宿区健康推進課健康事業係　
☎03-5273-3047

②NPO法人新宿区ウオーキング協会
　　　　　　　    第100回記念例会

　神宮外苑から新宿新都心へ
　のみちウォーク　約10km

日にち: 6月8日（土）
時間: 受付8時40分〜9時　正午解散予定
コース: 外濠公園（スタート）→四ツ谷駅前→
迎賓館前→明治記念館→聖徳記念絵画館→明
治神宮外苑→明治公園→明治神宮→新宿中央
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: 新宿中央公園（都営地下鉄大江戸線「都
庁前駅」）　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

③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3　約8km
日にち: 6月19日（水）
時間: 受付8時40分〜9時　正午解散予定
コース: 清澄公園（スタート）→両国→横網町
公園→蔵前→御徒町→湯島天神→春日→礫川
公園（ゴール）
集合: 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」A3出口）
解散: 礫川公園（都営地下鉄大江戸線・三田線

「春日駅」）
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

①〜③とも
対象: どなたでも　定員なし
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
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　※雨天決行

一 歩 一 歩 、 健 康 づ く り ♪

卓球教室からのお知らせ

　ゴルフをアレンジしたスポーツで、高度な技術は必要なし。
どなたでも一緒に気軽にプレーできます。道具の貸し出しあり。
日時: 6月8日（土）　13時〜16時
会場: 戸山多目的運動広場（戸山3-2）
対象・定員: どなたでも　30名（先着順）
参加料: 500円
申込み・問合せ: 6月5日（水）までに、電話もしくはFAXで
区グラウンド・ゴルフ協会　川上（☎・ 03-3352-9664）へ

グラウンド・ゴルフ初心者教室

6月 障がい者向け卓球教室
みんなでピンポン! 

軟式野球大会
（兼第3回軟式野球連盟大会） 

区民総合体育大会

出場チーム募集

平成25年度
シニアスポーツ振興事業

新宿区シニア
「ダーツ講習会」

＊［500選コース／東京13-02］

＊ （社）日本ウオーキング協会が全国公募から選定した“次世代に残したい歩きたくなるコース500選”

夏から始める
講座・イベント 参加者募集

区民プロデュース事業

夏から新
しいこと

を始めた
り、

体験して
みません

か？

　軽い運動と優しい発声で慢性的な疲れやコリをゆるめます。
体の内側を鍛え、運動不足解消、ダイエットに効果的!
日時: 7月2日（火）　10時30分〜11時45分
対象・定員: 10歳代〜80歳代　15名
会場: 戸塚地域センター（高田馬場2-18-1）
参加料: 500円
申込み: 6月21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

区民プロデュース事業とは…
区民プロデュース事業は、企画運営団体が当財団から事業助成を受けて自主的に行う事業です。
お申し込みに際してお預かりした個人情報は、当財団から企画運営団体に提供させていただきます。
ご了承ください。

高田馬場ゆる体操教室

「ゆる体操」で健康づくりをはじめませんか? 
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 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
女性のための不動産研修会 5357-7548要予約
5/26日曜am10:00 女性講師による初めての不
動産購入を分かり易くリフォーム情報も。茶
菓子\1000 http://www.gracecorp.net/wrelc
仏像を彫ってみませんか　住吉町生涯学習館
毎月第２・４金曜18:30～20:30　4000円
教材費別　詳しくは ℡3375-5255　小林

＊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

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
♪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

英語as SecondL Program from Denmark
英国言語研究者も賞賛　Denmarkから直導入
TOEFL対応、私立小四～
Ｅ仲間学習会at戸塚地域Ｃ39548721J-Ｄ協会
推奨　　　http://english.kuniburi.com/

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

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
定員: 150名（各回先着順）
料金: 全席自由　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

夏の夜空に遊ぶ  
～ ギターと物語が織りなす星の世界 ～

　少年と出会ったところから物語は始まった…。
日時: 7月26日（金）　19時開演（18時30分開場）
出演: 松本典明（ギター）　鴇

と き

羽
は

（語り）　ほか
曲目: 『星に願いを』、映画音楽　ほか
対象・定員: どなたでも　140名　※未就学児の入場不可
購入: 全席自由　1,500円

【電話予約】 ☎03-3232-5121（学習・スポーツ課）　
※チケットは電話予約後1週間以内にお引き換えください

【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～19時）

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ています。

夏プログラム「夏の星座と銀河鉄道の夜」
　宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』
と、いて座になったケンタウルス族の
賢者ケイローンのお話を投影します。

投影日
土曜日 日曜日

5 月 
〈春プログラム〉 25日 ー

6 月 
〈夏プログラム〉 8日・22日 16日

7 月 
〈夏プログラム〉

13日・20日
・27日 21日・28日

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

　スポーツ・文化グループで活動しているみなさん! あなたの力をスキルアップして地域で活かし
てみませんか? テーマに興味がある方ならどなたでも

4 4 4 4 4

参加できます。

日　時 テーマ ／ おもな内容 ／ 講　師 申込み締切日

6/21（金）
19:15～21:15

① 広報チラシの作り方 
 　～ 目を引くコピー & 周知のコツ編 ～
活動の仲間を増やしたい人あつまれ!
効果的なキャッチコピーの考え方や、人が集まる広報の仕方に
ついて学びましょう。
※ご自身で作成したチラシがある方は当日お持ちください
講師: NPO法人さいたまNPOセンター　東一邦

6/10（月）
必着

6/28（金）
19:15～21:15

② 広報チラシの作り方
 ～ 思わず手に取るデザイン編 ～

活動の仲間を増やしたい人あつまれ!
6月21日のコピー編に続き、広報チラシに効果的なデザイン
や色づかいについて学びましょう。
※ご自身で作成したチラシがある方は当日お持ちください
講師: NPO法人さいたまNPOセンター　大工原潤

6/17（月）
必着

7/15（月・祝）
13:00～15:00

③ 夏休み直前!  熱中症対策講座 
スポーツ活動中はもちろん、普段の生活でも活かせる熱中症予
防対策講座。もしも熱中症になってしまった場合の応急処置方
法も、実習形式で学びましょう。
※動きやすい服装でお越しください
講師: 日本赤十字社　東京都支部

7/1（月）
必着

会場: コズミックセンター　３階大会議室
対象: どなたでも　※新宿区生涯学習指導者･支援者バンク登録者と区内在住・在勤の方優先
定員: ①②30名　③50名（いずれも多数抽選）
申込み: 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FAXがある
場合は 03-3209-1833へ　※往復はがきでの申込みは１通につき1講座
※  申込み締切日以降に定員に空きがあった場合は先着順に受け付けます。締切日以降は電話で

お問い合わせください
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

パワーアップ講座

No. テ ー マ ／ お も な 内 容 日　時

⑤
子育て世代のママさん塾（主として小中学生の保護者向け）
～ ライフプランはマネープラン ～
教育資金をスムースに用意する方法やライフイベントを充実させるための
方策

6/1（土）　
10:00～12:00

⑥
今さら聞けない証券基礎知識〈株式編〉 その１
～ 株式投資の魅力とリスク ～　
株式投資の意義・役割、魅力とリスク、最近の株式投資の実情および望ま
しい投資手法

6/1（土）　
13:00～15:00

⑦
今さら聞けない証券基礎知識〈株式編〉 その２
～ 新聞の株式欄の見方 ～
新聞に載っている株式欄で、個別の会社や株式市場全体の動きを理解し、
必要な投資金額を知る

6/15（土）　
10:00～12:00

⑧
セカンドライフ充実のための経済生活設計
定年前後の方に、退職後のくらしの不安を取り除いて充実したものとする
ための“心とお金の方策”

6/15（土）　
13:00～15:00

⑨
今さら聞けない証券基礎知識〈株式編〉 その3
～ すぐに役立つ会社情報誌の見方 ～
会社の事業内容、株式情報・業績・財務情報などをコンパクトにまとめた
情報誌の読み方

6/29（土）　
10:00～12:00

⑩ 国内の経済状況を主要デ－タから読み解く
現在の国内の経済状況を知るための主要な経済指標の読み方

6/29（土）　
13:00～15:00

会場: コズミックセンター　3階大会議室　
対象・定員: どなたでも　各回60名（先着順）
連携・協力: NPO法人投資と学習を普及・推進する会
申込み: 各開講前日までに電話もしくはFAX（ 03-3209-1833）で、希望講座番号（⑤〜⑩）、
住所、氏名、連絡先を学習・スポーツ課までお知らせください　
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

障がいがある方のための
“わくわくプラネタリウム”

　周りに気兼ねすることなくプラネタリウムを楽しむことができます。上映途中で入退場して
も声や音を出してしまっても大丈夫です。安心してご参加ください。
　※夏プログラム「夏の星座と銀河鉄道の夜 」を投影します
日時: 6月29日（土）　10時30分投影開始（10時開場）
対象: 心身に障がいのある方　※ご家族や介助者の方の同伴も可能です
定員: 70名（先着順）
料金: 100円（同伴者無料）
申込み: 6月14日（金）までに、電話もしくはFAX（ 03-3209-1833）で記載例（4面）の
ほか、「障がいの種類」「車イスの使用・不使用」「介助同伴者の有無とその人数」をお知らせく
ださい

おとなの　　　　経済・証券講座やさしい

開催のご案内

一 般 投 影

星 空 コ ン サ ー ト
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展示中〜5月23日（木）
　　新水会『水彩画展』
5月24日（金）〜6月27日（木）
　　デイサービスハミッツ
　　『楽筆展』
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

5・6月の展示

みるっく

 松本典明

　鴇羽

 ケイローン（イメージ）
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学 習

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.gracecorp.net/wrelc
http://english.kuniburi.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577


コズミックセンター　10日（月） ／ 大久保スポーツプラザ　17日（月） ／ 新宿歴史博物館　10日・24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　
3日・10日・17日・24日（いずれも月曜日） ／ 新宿文化センター　11日（火） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉  10日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉  24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

　金曜日の放課後は、コズミックセンタープールで
一緒に泳ごう! 年に3回行う記録会では、泳げる距離
やタイムを計るよ。

日時: 6月28日～平成26年2月28日の原則毎週金曜日（ただし、7月26日～8月30日、11月22日、
12月13日、年末年始、平成26年1月24日は除く）　16時30分～18時　全25回
会場: コズミックセンター　地下1階プール
コース: 【Aコース】 水に浮いて進める・顔を水面に5秒つけることができる
　　　  【Bコース】 息継ぎしながら一つの泳法で15m泳ぐことができる
　　　  【Cコース】 一つの泳法で25m泳ぐことができる
講師: 区水泳連盟
対象: 区内在住・在学の小学3～6年生で、顔を水に5秒以上つけられ、かつ水に浮いて進める以上の
泳力をお持ちの方　定員: 3コース合わせて30名（多数抽選）
料金: 全7,500円（参加料は返金できません）
その他: 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いたします
申込み: 6月9日（日）必着。往復はがきに記載例（下段）のほか、小学校名・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
※ 申込み締切日以降に定員に空きがあった場合は先着順に受け付けます。空き状況については下

記問合せ先までお問い合わせください
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

日時: 【講座】 開催中～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　リハーサル・発表会を含め全23回　【発表会】 9月23日（月・祝）　四谷区民ホール（内藤
町87　四谷区民センター内）
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: 20名（先着順）　料金: 34,500円（前後期の2回に分けて集金します）　※途中参加の方は
参加回数分　共催: 新宿区　
申込み: 随時受け付け中。往復はがきに記載例（下段）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　
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122　

日にち: 【前期】 5月29日～9月18日の水曜日　全7回
　　　  ※後期は継続受講者を優先します
            【後期】 10月2日～平成26年2月5日の水曜日　全8回
　　　　（前・後期とも区立小学校の夏期・冬期休業日・祝日を除く）
時間: いずれも16時30分～18時　会場: 四谷区民センター　11階調理工作室（内藤町87）
講師: 松本京子（栄養士・クッキングコーディネーター）
対象: 区内在住・在学の小学3～6年生　定員: 9名（先着順）
料金: 前期7回5,600円（材料費込み）　※途中参加の方は参加回数分
申込み: 随時受け付け中。往復はがきに記載例（下段）のほか、小学校名・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

日時: 6 月9日（日）　9時～15時　
会場: 西落合公園少年野球場（西落合2-19）　
対象: 区内在住の小学生とその家族
定員: 20組程度　料金: 1家族500円
協力: 野外教育事業所ワンパク大学　NPO法人東京都キャンプ協会　
申込み: 6月5日（水）必着。上記会場・コズミックセンター・大久保スポーツプラザに設置の応
募用紙に必要事項を記入のうえ、コズミックセンター窓口へ直接お持ちいただくか、受信可能な
FAXがある場合は 03-3209-1833へ　問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

日時: 5月11日～平成26年3月15日の土曜日　9時～10時30分　全30回　実施中（5月20日
までに2回実施済み）　会場: コズミックセンター　地下1階小体育室　ほか
講師: 体育の家庭教師 フレンドシップ（運動指導） 　清藤規子（栄養指導）　
対象: 都内在住・在学の小学生　定員: 15名程度（先着順）　
料金: 9,000円（全30回分）　※参加回数で再計算　
申込み: 随時受け付け中。往復はがきに記載例（下段）のほか、小学校名・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

対象: ボランティア活動をしたい方　定員: 若干名　待遇: 交通費程度を支給します
申込み: 随時受け付け中。往復はがきに記載例（下段）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

新宿区民踊大会
　区内で活動するみなさんが、全国各地の民踊を披露します。
　民踊を見たことがない方も、この機会に日本の伝統と心
に触れてみませんか?  友好都市である長野県伊那市から
も愛好団体が出演します!
日時: 6月9日（日）　10時～17時
会場: 新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）
主管: 区民踊連盟
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

おめでとうございます
新宿区小学生野球大会結果報告
　4月7日から5月5日の間の6日にわたり、白熱した試合
が繰り広げられた小学生野球大会。
　今年度の大会結果は次のとおりです。
■ 1 部 ——————————

〈優  勝〉 鶴巻スリースターズ
〈準優勝〉 四谷フェニックスA
〈第3位〉 市谷ブラザーズ、
　　　　 西戸山パワーズA

■ 2 部 ———————————

〈優  勝〉 淀四ライオンズB
〈準優勝〉 市谷ブラザーズ
〈第3位〉 早稲田ジュニア、
　　　　 戸塚エコーチャイルド

心癒
い

やす美しい合唱の響きをあなたに…

6月のコズミックセンターロビーコンサート

6／1
（土）

時間: 正午～13時　会場: コズミックセンター　1階ロビー
出演: 佐藤一昭（指揮）　合唱団「つつじ」
曲目: 『砂山』『鞠

ま り

と殿様』『メリーウィドゥ・ワルツ』　ほか
※出演者および曲目は変更になる場合があります
対象: どなたでも　定員なし
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

～初夏のさわやかコンサート～

前期追加募集

追加募集!

追加募集!

　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!

“歌って・踊って・演じて”に挑戦! 

参 加 者 募 集 !!

運動苦手! 太り気味! の子対象

みんなで作って食べるとおいしいね!

　“おいしい!”の笑顔がいっぱい!! 切って・煮て・
焼いて、いろいろなお料理に挑戦しましょう。

　即席テント作りやロープワークなど、防災知識としても
役立つ野外活動の基本を家族で楽しく学びましょう。

　専門講師が運動から食生活まで、子どもたちの成長を
バックアップする講座です（体力測定・身体測定も実施）。
　体力ＵＰ運動のほか、料理、ダンス、フットサルなど
も体験します。

　講師のアシスタントとして、子どもたちと一緒に楽しく教室に参加しませんか!
　将来子どもたちと関わる仕事を目指している方、子どもたちと積極的にコミュニケー
ションを取りたい方、カラダを動かしたい方を募集します。

西落合グラウンドキャンプ
アシスタント・ボランティアも募集中!!

元気にスポーツ教室

レガス料理クラブ

新宿ミュージカル講座

野 球 場 で サ バ イ バ ル 体 験

　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
耐震補強工事に伴う休館のお知らせ

レガス水泳クラブ［金曜日］ 

区民総合体育大会

問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

佐藤一昭

子ども向け講座（区内在住・在学の小中学生対象）おまたせしました!

4 6月の休館日の
お 知 ら せ

お知らせ

子ども
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