
参加費
無 料

マンションは厳しく選んだのに
管理会社は選ばないのですか？
マンション管理セミナー

神楽坂 （会場／日本出版クラブ会館）

●お申込みは下記フリーダイヤルまたはホームページから

0120-09-8966
www.daiward.co.jp

　講演テーマ
　ある管理組合の活動から　
　　～無関心は無駄と損失の原因～
　自分たちのマンションにあった管理と
　適正価格の見出し方
　クラシテについて　
　～当社管理サービスの考え方について～

7月7日（日） 13:20～16:30

主催：
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町35番地 日米TIME24ビル
マンション管理業者登録番号 国土交通大臣（3）第030534号

検 索クラシテ

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

神宮球場の風を体感しよう!
障がい者招待デー

源 純夏さん 大島杏子さん 田﨑俊雄さん前園真聖さん 池田鉄哉さん 穴井隆将さん 瀬川智広さん 横尾 要さん

種　目・講　師
①水　泳  源純夏（アトランタオリンピック出場・   

    シドニーオリンピック400mメドレーリレー銅メダル）
②サッカー 前園真聖（アトランタオリンピック日本代表キャプテン）
③体　操  大島杏子（アテネオリンピック出場・   

　　　　　　　　　北京オリンピック団体総合5位入賞）
④ハンドボール　池田鉄哉（モントリオールオリンピック　  
       全日本女子ヘッドコーチ）
⑤卓　球 田﨑俊雄（全日本卓球選手権優勝）
⑥柔　道  穴井隆将（ロンドンオリンピック男子100kg級出場・ 

　                                    全日本柔道選手権2013優勝）
⑦ 7人制ラグビー 瀬川智広（男子7人制日本代表ヘッドコーチ）
⑧ゴルフ 横尾要（プロゴルファー）
※特別講師  薫田真広（ラグビー元日本代表・
　　　　　　　　　　　　　  現ワールドカップ2019戦略室室長）

日時: 8月2日（金）～4日（日）　いずれも18時試合開始
会場: 明治神宮野球場（霞ヶ丘町3-1）　
対象: 区内在住･在勤･在学の方とそのご家族　
席種・料金: 外野自由席　中学生以下無料、一般1,000円　
協力: 東京ヤクルトスワローズ
申込み: 7月1日（月）～8月4日（日）の間に、コズミックセンターなどの区内公
共施設で配布の所定申込書（財団ホームページからダウンロードも可）に必要事
項を記入のうえ、住所（区内在勤・在学の方は勤務先・学校の所在地）が確認で
きる証明書（運転免許証･健康保険証・社員証・学生証など）を添えてコズミッ
クセンター窓口で観戦チケットと引き換え、ご購入ください　
※ 受付時間は、平日は9時～19時、土日・祝日とコズミックセンター休館日
（7月8日（月））は9時～16時30分　

その他: チケットは指定日のみご利用可能で、販売および引き換え後の日付変
更はできません　※チケットは、荒天による試合中止あるいは途中ノーゲーム
以外のいかなる場合も払い戻しはできません

日時: 8月2日（金）　14時集合～15時30分終了（予定）
会場: 明治神宮野球場（霞ヶ丘町3-1）　対象: 区内在住の
小学生と保護者の方　定員: 親子ペア25組（多数抽選）
協力: 東京ヤクルトスワローズ、明治神宮野球場
申込み: 7月10日（水）必着。往復はがきに「神宮球場バッ
クヤード見学ツアー」と記載例（4面）のほか、学校名・学
年、保護者の氏名を記入し、学習・スポーツ課へ。
受信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ

日時: 8月2日（金）　18時試合開始　会場: 明治神
宮野球場（霞ヶ丘町3-1）　対象: 区内在住・在勤・
在学で障がいのある方　定員: 30名（多数抽選）
※車イス利用の方は必ず事前にお申し出ください　
席種・料金: 外野自由席　障がい者本人・中学生以
下無料、付き添い・一般1,000円　協力: 東京ヤク
ルトスワローズ　申込み: 7月19日（金）必着。郵便
はがき（50円）または受信可能なFAXがある場合は

03-3209-1833へ、「スワローズ障がい者招待
デー」と記載例（4面）のほか、同伴者全員の氏名を記
入し、学習・スポーツ課へ。電話での申し込みも可

会場: コズミックセンター、落合中央公園野球場（上落合1-2）、
          新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）
※ はじめにコズミックセンターで全員参加の開会式を行います
※ 開会式終了後、サッカーと7人制ラグビーはマイクロバスで

落合中央公園野球場に移動します（保護者は各自移動）
※ 屋外種目のサッカーと7人制ラグビーは、雨天中止となる場

合があります
※ 当日は混雑が予想されるため、一般の観覧はお断りする場合

があります
対象: 小学4～6年生（区内在住・在学の方優先）
※ 柔道、サッカー、ゴルフ、水泳（泳力25m以上）の4種目は、

それぞれ経験のある方
※柔道は道着・帯を、サッカーはサッカーボールを、ゴルフは
　ゴルフクラブを用意できる方
定員: 各40名、ゴルフのみ20名（いずれも多数抽選）
主催: GTFグレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会

共催 : 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会、
新宿区、スポーツ祭東京2013 新宿区実行委員会、
公益財団法人新宿未来創造財団
協力:  日本赤十字社、Support Our Kids実行委員会
申込み: 6月30日（日）必着。往復はがきに記載例（4面）のほか、
第 1 希望種目・第 2 希望種目（ともに①～⑧のいずれか）、
学校名、保護者名、競技歴、所属クラブ・スクール名（あれば）、
水泳のみ泳力（25m・50m・100m）も記入し、学習・スポー
ツ課へ。受信可能なFAXがある場合は

03-3209-1833へ

　各競技のトップアスリートが教えてくれる1日限りの“夢のクリニック”。オリンピック競技の8種目のなかから、自分の好きな種目にチャレンジしてみよう!

　障がいのある方に生のプロ野球を楽しんでいた
だく企画です。神宮球場で声を出して、地元新宿
の東京ヤクルトスワローズを応援しよう!

GTFキッズスポーツサミット
7月26日（金）
9時～13時

ハンドボールは、2013年東京国体では新宿区も会場で
す。2020年のオリンピック出場を目指しています。
ゴルフと7人制ラグビーは、2016年リオデジャネイロ
オリンピックから正式競技種目となります。

今年はこの競技に注目!

問合せ: 学習・スポーツ課  ☎03-3232-5121

参加者募集!
集まれ! 次代のオリンピック選手たち!!
オリンピアンをはじめトップアスリートが大集合!!!

問合せ: 学習・スポーツ課  ☎03-3232-5121

中学生以下無料招待

＆区民優待観戦

燃えろ! ナイター2013

東京ヤクルトスワローズ
対 広島カープ3連戦

ⓒTokyo Yakult Swallows

プロ野球公式戦

スワローズの本拠地を見学しよう!
神宮球場バックヤード見学ツアー
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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
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
女性シニア身心健康サークル　　J-D 協会

英会話・ピアノ・和洋歌・北欧活花・北欧ダンス
やさしい数学　パソコン活用　目白高場
地域C他　会費1000/回　℡39548721

中高年のための英会話サークル
初心者対象、月３回（水）am11時～外国人講師
高田馬場戸塚地域C  090-6125-3200  前田
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

フラダンス入門クラススタート 生徒募集！
初めての方対象のクラスなので、レベルの差
もなく心配ありません！ 今なら無料体験レッ
スンやっていますのでお気軽にどうぞ♪ 木曜
19時 高田馬場ACCE STUDIO／土曜15時半
目白の杜studio　ティアレ 090-1760-4461
NHK講師他の英会話/仏/西/露/韓TOEICクラス
50～70代クラス/小中高クラス1回￥1575～
新宿/西早稲田/池袋教室 03（3984）1180 WING

話題の『ゆる体操』で健康作りを始めよう！
火木土日　高田馬場ゆる体操教室HPを検索！
体験参加1000円  ℡07054644232  小出まで

声楽・ヴォイストレーニング 生徒募集中！
美しく歌いたいのに声が出ないとあきらめて
いませんか？ 声にコンプレックスのある方、
美しい声で歌いたい方、どんな方でも向上し
ます！高齢の方にも大人気！☎08068832754
目白駅徒歩7分　Joy Music Salon

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

　インドで生まれ、西洋でボード・ゲームとなったゲーム「ヘビとハシゴ」。誰でもハン
デなく楽しめるかんたんなゲームです。
　当日は外国の方と一緒にゲームを作って遊びます。外国のゲームで遊んでみませんか?
日時: ①7月20日（土）　13時～15時・②24日（水）　10時～12時
　　  ※①②とも同内容　※参加希望日をお選びください
会場: 新宿文化センター（新宿6-14-1）
　　  ①地下1階展示室　②4階第1会議室
講師: 外国人留学生のみなさん　
対象: 3歳以上のどなたでも　
定員: 各40名（先着順）　
料金: 200円　※保護者がゲームに参加される場合は参加
料をお支払いください　
申込み: 7月15日（月・祝）必着。往復はがきに記載例（4面）
のとおり記入し、文化交流課へ。受信可能なFAXがある場
合は 03-3350-4839へ
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

夏休みの課題にいかが？

外国のボード・ゲーム「ヘビとハシゴ」
～ Snakes and Laddersであそぼう!

はじめてのお箏
こ と

in新宿
キッズ伝統芸能体験

日程: 10月～平成26年3月  稽古（16回）およびリハーサル・発表会（3月下旬に各1回）  全18回
【稽古日】 日曜日（月2～3回程度）　①9時45分～10時45分 ②11時～12時　※①②とも同内容
会場: 新宿文化センター　4階和会議室（新宿6-14-1）
対象・定員: 小学生～高校生　24名（1クラス12名）程度　※多数抽選
料金: 全10,000円（開講式・リハーサル・発表会を含む）　※別途、箏爪料・教材費などあり
主催: 東京都、東京文化発信プロジェクト室（東京都歴史文化財団）、
東京発・伝統WA感動実行委員会　共催: 公益財団法人新宿未来創造財団
申込み: 7月16日（火）必着。下記問合せ先まで資料請求のうえ、FAXまたはEメールでキッズ伝統
芸能体験事務局へ。芸団協ホームページ（www.geidankyo.or.jp/kids-dento/）からも申し込み可
問合せ: 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会［芸団協］内　キッズ伝統芸能体験事務局
☎03-5909-3060（平日10時～18時）  03-5909-3061  wageiko@geidankyo.or.jp

　伝統芸能に初めて触れる子ども向けの、約半年
にわたる本格的な「和のお稽

けい

古
こ

」体験。一流の芸術
家による、心のこもったお稽古を重ねながら、ひ
のき舞台を目指します。

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（6月20日現在6回終了）　
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（4面）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　

　専門の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、
フットサルなどを年間を通じて実施します。

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（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

　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。

問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

運動苦手! 太り気味! の子対象 元気にスポーツ教室

アシスタント・ボランティアも募集中!!

子ども向け講座
（区内在住・在学の小中学生対象）

日時: ①7月30日（火）・②31日（水）　ともに10時～15時（お昼休憩1時間含む）　※①②とも同内容
会場: 工学院大学　新宿キャンパス（西新宿1-24-2）　
対象: 小学生（区内在住・在学の方優先）　※プログラムの都合上、小学1・2年生は要保護者同伴　
定員: 各40名（多数抽選）
料金: 1,200円（材料代1,000円含む）　
連携: 学校法人工学院大学　科学教育センター
申込み: 7月21日（日）必着。往復はがきに記載例（4面）のほか、小学校名・学年、同伴の保護者氏名

（小学1・2年生のみ）、希望日（①か②のいずれか、両日申し込み不可）を明記し、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お問い合わせください　
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

　大好評につき、今年度も“ドリブルをするサッカーロボット”づくりを実施します。昨年
度参加できなかった方、ロボットに興味がある方は、ぜひご応募ください。リレー終了後、
表彰式を行う予定です。

日時: 平日の放課後～最長18時（長期休業期間や振替休業日は10時～最長18時）
　　  ※終了時間は学校や季節により異なります
会場: 新宿区立小学校全校　
　　  ※ 新宿未来創造財団では、津久戸小、江戸川小、市谷小、愛日小、早稲田小、鶴巻小、牛込

仲之小、余丁町小、四谷小、花園小、天神小、戸塚第一小、戸塚第二小、落合第二小、
落合第三小、落合第四小、落合第五小、落合第六小、淀橋第四小、柏木小、西戸山小の
21校を運営

対象: 区内在住または新宿区立小学校に在籍している児童　定員なし　
料金: 200円（保険料）
登録: ひろば活動室（ひろば開催時間中のみ）もしくはコズミックセンター窓口で受け付け中
　　  ※登録は必ず保護者の方が行ってください
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122
　　　  ※ 富久小、大久保小、四谷第六小、戸山小、東戸山小、戸塚第三小、落合第一小、西新

宿小の8校については、新宿区子ども総合センター児童館運営係　☎03-5273-4544

21      22     23     24      25     26     27     28      29      30

1          2         3         4        5          6         7        8         9         10

ヘビ とハ シ ゴ

40      39      38      37      36      35      34      33      32      31

20      19      18       17       16      14      15      13      12       11

60     59     58      57     56      55     54      53      52      51

61     62     63      64     65      66     67      68      69      70

80     79     78      77     76      75     74      73      72      71

81     82     83      84     85      86     87      88      89      90

100   99     98      97     96      95     94      93      92      91

41     42     43      44     45      46     47      48      49      50

昨年の発表会のもよう

追加募集!

子ども未来講座
夏休み科学教室
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子ども

夏休みの自由研究に役立つ!

「サッカーロボット」を
作ってロボットリレーに
挑戦してみよう!!

放課後の学校で

思い切り遊ぼう! 放課後子どもひろば

0620_P2_色校

Q．放課後子どもひろばはどのような場所ですか？
A．学校の中につくられた“遊びと学びの場”です。
Q．放課後子どもひろばでは、何ができますか？
A．活動室の中では、将棋やオセロなどのゲームを楽しめるほか、宿題や工作にも取り組

むことができます。晴れの日は校庭で野球やサッカーや一輪車などを、雨の日は体育
館でバスケットボールやドッジボールなどができます。広い校庭で思い切り遊べるこ
とがひろばの魅力です! 自分の好きなことに取り組みましょう。

Q．どうすれば参加できますか？
A．まずは右記の方法で登録をしてください。登録後の参加は自由ですが、参加する日に

ちと帰宅時間は、保護者とお子さまで約束してから参加してください。
Q．自由遊び以外の活動はありますか？
A．ひろばによっては、日本将棋連盟の先生を招いての将棋教室や、地域の方たちの協力

によるスポーツ教室や工作教室などを開催しています。

※詳しくは、学校で配布する「ひろばだより」をご覧ください

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
mailto:wageiko@geidankyo.or.jp
www.geidankyo.or.jp/kids-dento/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
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展示中〜6月27日（木）
 デイサービスハミッツ『楽筆展』
6月28日（金）〜7月25日（木）
 Exhibition of Daiki Takizawa's
 Photographic Works 2013
展示場所: 新宿大ガード下・北側歩道（歌舞伎町1-30）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

ギャラリーオーガード

6・7月の展示みるっく

姿勢がいいと
気分もいいね！

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

日時: 7月19日～8月9日の毎週金曜日　
　　  いずれも13時15分～15時15分　全4回
会場: 大久保スポーツプラザ　3階集会室（大久保3-7-42）
講師: 岡田由記子（通年レガスポ! 登録講師）
対象: 区内在住・在勤・在学の方優先　定員: 30名（多数抽選）
料金: 全2,000円
申込み: 7月1日（月）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

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）　
         谷川一美（シナリオ）　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）

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

6 月 22日 ――

7 月 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

No. テ ー マ ／ お も な 内 容 日　時

⑪
今さら聞けない証券基礎知識その4
～ 誰でもわかる株価チャートの基本 ～
売買のタイミングを探るために有効といわれている株価チャートの見方、
活用法

7/13（土）
10:00～12:00

⑫
今さら聞けない証券基礎知識その5　～ 株価の変動要因 ～　
株価を動かすのはどのような要因なのか、業績、金利、為替、海外市場動
向などと株価の先見性

7/13（土）
13:00～15:00

⑬ 世界の金融・経済の現状を知る
世界の経済・金融の現状とその理由、先進国と新興国との比較など

7/20（土）
10:00～12:00

⑭
あなたに合った金融商品の選び方
各自の生活スタイルも金融商品も多様化する中で、本当の自分に合った金
融商品の選び方

7/20（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（⑪～⑭）、
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　※電話受付は平日の9時～17時　
※定員に余裕のある場合に限り前日まで受け付け可　
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

おとなの　　　　経済・証券講座やさしい

oe23Z™講座

　はっきりとした声で話すと、明るく元気に若 し々く見えます。
　正しい発声法と簡単なストレッチで、楽しみながら健康に
つながる姿勢づくりをしましょう!!

伝えたいことはよい発声と姿勢づくりから講座

　　　　　　　　　 夏から新しいことを始めたり、体験してみませんか？

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。

申込み: 各講座・イベントとも、申込み締
切日必着（各⑤参照）。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実施日時／回数　②定員（対象）　③会場　④参加料　⑤申込み締
切日　※いずれの講座も、往復はがき、FAX、財団ホーム
ページのいずれかでお申し込みください

区民プロデュース事業

ブラジル生まれのダンスと格闘技が混ざった
「カポエィラ」を、本場の先生と日本人のアシ
スタントたちが教えます!
①7月6日（土）　❶13時30分～14時30分・
❷15時～16時／1回　※❶❷は同内容　②各
50名（6～40歳代）　③四谷地域センター　多
目的ホール（内藤町87）　④大人1,000円（子
ども・学生は無料）　⑤7月5日（金）　※申込
みの際、参加希望時間帯（❶か❷）を明記

乳幼児にこそあそび。うたの音楽をシャワー
の様にふりかけてあげることが、豊かな楽し
い心の発達になるでしょう。
①8月25日（日）　14時～16時／1回　②23
名（乳幼児以上）　③戸山生涯学習館　1階ホー
ル（戸山2-11-101）　④大人1,000円、子ども

（3歳以上）500円　⑤8月15日（木）

ブラジル生まれのカポエィラ体験
ワークショップ〈イベント〉

講座・イベント名

みんな集まれコンサート〈イベント〉

音 　 楽ス ポ ー ツ

NPO法人カポエィラ・テンポ てのひらげきじょう

企画運営団体名

募集対象: 短歌、俳句、川柳　①区内在住・在勤の方および各生涯学習館など区
内で活動しているアマチュアの方の自作・未発表作品　②自由題　③ 1人2首

（句）まで（複数部門応募可）　※作品にふりがなが必要な場合は記入してください
受賞作品の展示: 11月15日（金）～17日（日）　いずれも10時～18時（最終日は
15時まで）　コズミックセンター　
その他: 部門ごとに各賞選考します。また、全応募作品を「作品集」にまとめ、11
月15日（金）からコズミックセンターで配布します
申込み: 9月13日（金）必着。コズミックセンター、新宿文化センター、各生涯学習館で配布の募
集要項（財団ホームページからダウンロードも可）に綴じ込みの申込書もしくは郵便はがき（50円）
に、「短歌」「俳句」「川柳」の別を明記のうえ、作品と住所、氏名・年齢、電話番号を記入し、
学習・スポーツ課へ。コズミックセンターおよび各生涯学習館窓口でも受け付けます

　日ごろ感じていること、考えていること、新宿に関することなど、
いずれもテーマは自由です。優秀な作品には各賞の選考もあります。
　みなさんの作品で《新宿の秋》を彩ってみませんか?

日時: 10月19日（土）　11時～17時
会場: 新宿文化センター　大ホール
         （新宿6-14-1）

対象: 次の要件に該当する団体を優先
① おもに区内在住・在勤の方で構成される
　アマチュアのコーラス・楽器演奏団体
② 1年以上継続して定期的に区内で活動している5名以

上の団体
定員: 35団体（コーラス25団体・楽器演奏10団体）程度　
※多数抽選
共催: 新宿区　協力: 区合唱連盟
申込み: 7月19日（金）必着。コズミックセンター、新
宿文化センター、各生涯学習館で配布の募集要項（財団
ホームページからダウンロードも可）に綴じ込みの申込
書に必要事項を記入のうえ、郵送またはFAX（ 03-
3209-1833）で学習・スポーツ課へ。コズミックセン
ターおよび各生涯学習館窓口でも受け付けます
その他: 出演決定団体は、事前打ち合わせ会（8月8日

（木）・9月19日（木）の2回開催予定）への出席が必要です

　楽しい仲間たちと練習している日ごろの成果を、新宿文化センターの大ホールで披露してみま
せんか? 歌って・奏でて・リズムに乗って、《音楽の秋》を満喫しましょう!

新宿区生涯学習フェスティバル 2013
文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭

『短歌展』・『俳句展』・『川柳展』作品募集!!

『音楽・コーラスのつどい』出演団体募集!!
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121 

　みなさんの周りで、福祉への関心が高まっていませんか?
　疑似体験を通じて、適切なサポートの仕方を学びます。夏休みの学生さんにもおすすめ
です。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。

No. 日　時 テーマ ／ おもな内容

①
8/3（土）
14:00～
16:00

サービス介助セミナー その1　
～高齢者疑似体験とサポートの仕方（講義・実技）～
白内障メガネをかけて見るとふだん目にしているものがどんな風に見えるかなど、
高齢者の方が日常生活で感じる不便さを体験して適切なサポートを学びましょう。

②
8/4（日）
14:00～
16:00

サービス介助セミナー その2　
～車いす・聴覚・視覚障がい疑似体験とサポートの仕方（講義・実技）～
障がいのある方と心の通ったコミュニケーションをとるにはどうしたらよいのか? 
身体障がい者補助犬の役割や接し方についても、DVDで解説します。

会場: コズミックセンター　5階大研修室　講師: NPO法人日本ケアフィットサービス協会　
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: 各30名（多数抽選）　持ち物・その他: 筆記用具。当日は動きやすい服装でお越しください
申込み: ともに7月24日（水）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FAXがある場合は FAX03-3209-1833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。空き状況
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

一 般 公 開

星 空 コ ン サ ー ト

 松本典明

　鴇羽

10/19
（土）

共催: 新宿区

展
示
期
間

11
月
15
日
金
〜
17
日
日

（　）

（　）

大ホール

3

学 習

0620_P3_色校

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
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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

　「体育の日」にちなんだ多彩なイベントで賑わうコズミックセンターに、熱いパフォーマー
たちが集う特設ステージが出現。音楽、ダンス、コント、大道芸などなど、ジャンルは問いませ
ん。ホットなエントリーをお待ちしています。

　コズミックセンター2階多目的室は空調工事に伴い、下記の期間、休場となります。
　みなさまのご理解とご協力をお願いします。

　 ■ 休場期間‥7月1日（月）～14日（日）

問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

秋の一日を
　熱いパフォーマ

ンスで盛り上げろ
!

新宿人 on ステージ in 新宿スポレク2013

工事に伴う休場のお知らせ

コズミックセンター プール   夏季営業のお知らせ
　コズミックセンター地下1階プールの夏季営業（6月〜9月）は次のとおりです。
　※�ご利用時間はお一人様1回につき最長2時間まで
　※�詳しくは、コース予定表をご覧のうえ、ご利用ください

対　象　日　程 25ｍプールの開放コース数 幼児プール

６月
毎週土・日曜日 4コース以上開放

（23日は11時以降開放）
貸切あり
（23日は11時以降開放）

23日（日） 選挙のため18時までの営業 選挙のため18時までの営業

７月

毎週土・日曜日、祝日 終日全コース開放
（14日は11時以降開放）

終日開放
（14日は11時以降開放）

21日（日） 選挙のため18時までの営業 選挙のため18時までの営業
22日（月）以降の毎日 終日全コース開放（木曜日を除く）終日開放
26日（金） 13時30分から全コース開放 13時30分から全面開放

８月＊ 毎��日 終日全コース開放
（休館日・木曜日を除く） 終日開放

９月 23日（月・祝）までの
土・日曜日、祝日

終日全コース開放
（22日（日）は11時以降開放）

終日開放
（22日（日）は11時以降開放）

＊8月は朝8時から営業します。詳しくは、本紙7月5日号でお知らせします
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

コズミックセンター  多目的室

募集対象:�区内在住・在勤または区
内で活動中の団体および個人（応募
多数の場合、区内在住・在勤の団
体・個人を優先のうえ抽選）　
定員:�10組（名）
申 込 み:�8月5日（月）必着。コズ
ミックセンターなどで配布の所定の
申込用紙（財団ホームページからダ
ウンロードも可）に必要事項を記入
のうえ、必ずデモCDまたはDVD
を添えて郵送で学習・スポーツ課へ　
問合せ:�学習・スポーツ課　
������������☎03-3232-5121

日時:�10月14日（月・祝）　
　　　新宿スポレク2013　10時～15時
　　　※演奏時間は転換時間を含め1組（名）30分
会場:�コズミックセンター　玄関前特設ステージ

赤城生涯学習館 工事に伴う休館のお知らせ
　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12月20日
号でお知らせする予定です。

　　■ 休館期間（予定）‥
　　    8月1日（木）～平成26年3月31日（月）

問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

日時:�7月24日（水）・31日（水）　両日とも13時～15時、
　　��7月27日（土）、8月3日（土）　両日とも9時30分～11時30分
　�����全4回
会場:�新宿区スポーツセンター　第二武道場（大久保3-5-1）
対象:�区内在住・在学の小中学生
定員:�10名（多数抽選）
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）でご参加ください
主催:�区なぎなた連盟
申込み・問合せ:�7月15日（月・祝）必着。往復はがきに、講座名、
住所、氏名・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�新宿区大久保1-3-8　☎03-3200-9912）へ

　はじめての方でも楽しく、ジルバ、ルンバ、チャチャチャ、ブルース、ワルツ、
タンゴの社交ダンスが学べます。
日時: 7月19日～10月4日の毎週金曜日　いずれも19時～20時30分　全12回
会場: コズミックセンター　2階多目的室
講師:�JDSF公認指導員　ほか
対象・定員: どなたでも　30名程度
参加料: 全6,000円
主催: 一般社団法人新宿区体育協会
協力: 公益財団法人新宿未来創造財団
申込み: 7月5日（金）必着。往復はがきに記載例（下記）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いきいきウォーク新宿

我が町四谷地区
いきいきウォーク 約3.5㎞

日にち:�6月26日（水）
時間:�受付9時10分～30分　正午解散予定
コース:�四谷地域センター（スタート）→大京
公園→お岩稲荷→須賀神社→西念寺→みなみ
もとまち公園→四谷見附公園（ゴール）
集合:�四谷地域センター（東京メトロ丸ノ内線
「新宿御苑前駅」2番出口徒歩約5分）
解散:�四谷見附公園（JR中央線・東京メトロ
南北線「四ツ谷駅」徒歩約5分）
協力:�NPO法人新宿区ウオーキング協会
問合せ:�新宿区健康推進課健康事業係　
������������☎03-5273-3047

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4       約8km

日にち:�7月17日（水）　
時間:�受付8時40分～9時　正午解散予定
コース:�礫川公園（スタート）→後楽園→飯田橋
→大久保通り→神楽坂・箪笥町地域センター
→柳町→職安通り→東新宿→小滝橋通り→
新宿→都庁前→新宿中央公園（ゴール）
集合:�礫川公園（都営地下鉄大江戸線・三田線
「春日駅」、東京メトロ南北線・丸ノ内線「後
楽園駅」、いずれも5・6番出口）
解散:�新宿中央公園内��水の広場（都営地下鉄
大江戸線「都庁前駅」A5出口）
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

②NPO法人新宿区ウオーキング協会
　　　　　　　　　   第101回例会

　いい汗かいて、
　 サントリービール工場
　　見学ウォーク　約10㎞
日にち:�7月6日（土）
時間:�受付8時40分～9時　正午解散予定
コース:�大國魂神社（スタート）→東京競馬場
→東郷寺下→押立公園（休憩）→小柳公園→
郷土の森公園（クールダウン）→サントリー
武蔵野ビール工場（ゴール）
集合:�大國魂神社（京王線「府中駅」徒歩約5
分）　解散:�サントリー武蔵野ビール工場（JR
武蔵野線・南武線「府中本町駅」徒歩約12分）
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

①〜③とも
対象・定員:�どなたでも　定員なし
持ち物・服装:�手が自由になるように、運
動しやすい服装（スカート不可）・運動靴で
お越しください。なお、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
合場所までお越しください　※雨天決行

社交ダンス初心者教室 な ぎ な た 初 心 者 教 室

※�「レガスポ！」は会場
を変更して行います

一 歩 一 歩 、 健 康 づ く り ♪

最終回

小中学生限定参 加 者 募 集 ! !

よろしく
お願いします

4 7月の休館日の
お 知 ら せ

お知らせ

コズミックセンター　8日（月）�／�大久保スポーツプラザ　16日（火）�／�新宿歴史博物館　8日・22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　
1日・8日（ともに月曜日）・16日（火）・22日・29日（ともに月曜日）�／�新宿文化センター　9日（火）�／�生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉��8日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉��22日（月）

スポーツ

出演者大募集!
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