
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

開催日

　ランナーに安心して走っていただくための沿道の
安全管理や国立競技場での参加者受付など、大会の
運営に欠かすことのできない業務をお手伝いしてい
ただけるボランティアスタッフを募集します。多数
のご応募をお待ちしています。

　大会のスタート＆フィニッシュ地点・国立競技
場に隣接の「明治公園」で開催するイベント出展者
を募集します。
　体も心も温まる各種模擬
店や物産展、体験コーナー
などで大会を盛り上げてみ
ませんか?
※�詳しくは、財団ホーム
ページをご確認ください

◆参加エントリー
①新宿区民（在住の方のみ）先行受付（全種目・先着順）
　【郵便振替のみ】�8月30日（金）～9月10日（火）
　大会要項にある専用振込用紙をご利用ください。
② ①以外の方　
　▶ハーフマラソンの部（抽選方式）
　　【インターネット申込みのみ】�9月11日（水）�9時～25日（水）�17時まで
　▶10㎞の部・健康マラソンの部（いずれも先着順）
　　【インターネット申込みのみ】�9月11日（水）�9時～10月25日（金）�17時まで
③個人協賛ランナー（先着順）
　【インターネット申込みのみ】�9月11日（水）～10月25日（金）
　1名30,000円の個人協賛を募集します（先着100名）。
　�ご協賛いただいた方はハーフマラソンの部に優先エントリーできます。
※�先着順の種目は期間内であっても、定員に達した場合は締切となります
※�大会および申込みに関する詳細については、大会ホームページまたは�
区内各出張所などに設置の大会要項をご覧ください

◆大会協賛も募集中!!
　大会運営にあたり、多くの企業などのご協賛を募集しています。
　大会プログラム（約13,000部）などに広告を掲載させていただきます。

8月30日（金）
新宿区民

先行エントリー
　開始!　

問合せ: 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会事務局
　　　　新宿コズミックセンター内（大久保3-1-2）
　　　　www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/  　
▶競技関係��・・・・・・・・・・・・・・��☎03-3232-5121（学習・スポーツ課）
▶ボランティア関係��・・・・・・・・��☎03-3232-5122（子ども・地域課）
▶協賛関係��・・・・・・・・・・・・・・��☎03-3350-1141（文化交流課）
▶イベント関係��・・・・・・・・・・・��☎03-3359-3729（観光課）

種　　　目 参 加 料
ハーフマラソンの部（21.0975km） 4,500円＊

10kmの部 3,500円＊

健
康
マ
ラ
ソ
ン

3kmの部
一　般 1,500円
中学生 1,000円

2kmの部
小学生

1,000円ファミリー（保護者1名+小学生以下1名）
ファンラン

スペシャルラン（小学生・70歳以上・障がい者、競技場内トラック300m）
500円

ひよこの部（保護者1名+未就学児1名、競技場内トラック42.195m）

2014.1.26［ 日 ］ 
“スポーツの聖地”国立競技場でのラストラン！

活動日時:�平成26年1月26日（日）　7時30分（指定の
場所に集合）～14時30分（解散）　
※担当場所によって活動時間は異なります
対象:�16歳（平成26年3月31日現在）以上の方
その他:�謝礼として特製QUOカードを贈呈　
※お弁当の支給もあり　
申込み:�11月11日（月）までに、電話またはFAX（
03-3209-1833）で氏名（ふりがな）・年齢、住所、電話
番号を、実行委員会事務局（ボランティア担当）
までお知らせください

日時: 平成26年1月26日（日）　9時～14時30分　
募集対象:�団体・企業・自治体など　
出展スペース: 1小間（間口1.5間×奥行き2間）～
　　　　　　���※応募多数の場合、出展者の選定あり　
出展料:�テントブース17,000円～／小間（テント使用
料等含む）　ケータリングカー30,000円／台　
申込み:�9月30日（月）必着。所定の申込書（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、
郵送またはFAXで下記受付窓口へ

多くのアスリートの栄光と涙を
見てきた聖地・国立競技場。
幕を閉じる夢の舞台の歴史に
あなたの汗を刻む最後のチャンス!

＊�ハーフマラソンの部・10kmの部の参加料のうち500円は、宮城・福島・
岩手3県在住の市民ランナー招待事業に活用させていただきます

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会：新宿区、新宿区教育委員会、四谷交通安全協会、牛込交通安全協会、戸塚交通安全協会
新宿交通安全協会、NPO法人日本スポーツボランティア・アソシエーション、東京商工会議所新宿支部、新宿区町会連合会、新宿区商店会連合会、一般社団法人新宿区体育協会
新宿区四谷地区町会連合会、新宿区戸塚地区町会連合会、新宿区スポーツ推進委員協議会、新宿区陸上競技協会、公益財団法人新宿未来創造財団

写真提供: 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会

明治公園イベント出展者受付窓口 （担当：下田）　
〒110-0015�東京都台東区東上野4-6-7�

シティコープ上野広徳201�（株式会社舞工房）
☎03-5830-0512� 03-5830-0513

明治公園イベント出展者募集!

ボランティアスタッフ大募集!!

●区民健康マラソン

第12回

主　 催

写真提供: 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会
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 ハンドボール
種目: ①U-18男子　②成人男子
日時: ①9月22日（日）　②10月27日（日）
ともに9時30分〜
会場: 新宿スポーツセンター　3階大体育室
参加資格: 区内在住・在勤の15歳（平成25年
4月1日現在）以上の方で構成されたチームま
たは区ハンドボール協会登録チーム
参加料: 1チーム2,000円
※別途当日集金の協会経費3,000円あり
申込み: ①8月20日（火）〜9月13日（金）・②
10月1日（火）〜18日（金）に、申込書を区ハ
ンドボール協会　白石哲三（〒179-0072 練
馬区光が丘2-7-3-1207）あて郵送で申し込み
主管: 区ハンドボール協会

 少林寺拳法
種目: ①男子個人　②女子個人　ともに3段
以上の部、初・2段の部、級・見習の部、単
演（有段の部、級・見習の部）
日時: 10月13日（日）　9時〜
会場: 新宿スポーツセンター　4階第二武道場
参加資格: 区内在住・在勤の15歳（平成25年
4月1日現在）以上の方または区少林寺拳法連
盟登録者
参加料: 1名200円
申 込 み: 8月20日（ 火 ）〜9月20日（ 金 ）に、
申込書と参加料を区少林寺拳法連盟　小林裕昌

（〒153-0051 目黒区上目黒4-12-6-101）あ
て現金書留で申し込み
主管: 区小林寺拳法連盟

 卓　球
種目: 男女別。3ダブルスによる団体戦
日時: 10月20日（日）　9時〜
会場: 新宿スポーツセンター　3階大体育室
参加資格: 区内在住・在勤の方
参加料: 1チーム1,200円
申込み: 8月20日（火）〜10月2日（水）の9時
〜17時に、申込書と参加料を区卓球連盟事
務局（国際卓球㈱高田馬場店　新宿区高田馬
場1-27-18 和光ビル1階）へ持参
主管: 区卓球連盟

 柔　道
種目: 【男子】 無段（A・B）、初段（A・B）、
二段、三段　【女子】 無段、有段（A・B）　
※ このほか、小学生・中学生（A・B）も同時

開催します。詳しくは下記申込先まで
日時: 11月3日（日・祝）　9時30分〜
会場: 新宿スポーツセンター　3階第一武道場
参加資格: 区内在住・在勤・在学の小学生以
上の方または区柔道会登録者
参加料: 1名200円　※別途連盟経費あり　
一般800円、中学生以下500円
申込み: 9月2日（月）〜30日（月）に、申込書
と参加料および連盟経費を区柔道会  松本洋二

（〒112-0002文京区小石川5-33-6）あて現金
書留または持参で申し込み
主管: 区柔道会

※�詳細は、コズミックセンター、新宿ス
ポーツセンター（大久保3-5-1）で配布中
の各競技要項（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

区民総合体育大会 
参加者・チーム募集!

10月卓球教室
日程: 10月10日〜31日の毎週木曜日　
         各クラス全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　
※夜間クラスはラケットをお持ちの経験者
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
その他: ※夜間クラスはラケットの貸出なし　
※ 小学生には教室への往復時と教室時間中の

保護者付き添いが必要
申込み: 9月12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）　※返信希望の場合は必
ず往復はがきで申し込みのこと
当落: 抽選後、返信はがきまたは9月19日

（木）にコズミックセンター窓口に掲示　
※電話でのお問い合わせは、平日9時〜17時
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103回例会

新宿のお隣さん
区境ウォークその1 約10km
日にち: 9月10日（火）
コース: 哲学堂公園（スタート）→哲学堂通り
→目白通り→佐伯公園（トイレ休憩）→神田川
沿い→甘泉園公園（トイレ休憩）→新目白通り
→白銀公園（ゴール）
集合: 哲学堂公園（都営地下鉄大江戸線「落合
南長崎駅」、西武新宿線「新井薬師前駅」）
解散: 白銀公園（東京メトロ東西線「神楽坂駅」）
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

玉川上水ウォーク　約10km
日にち: 9月18日（水）
コース: 東部公園（スタート）→小金井公園→
玉川上水緑道→茜屋橋→桜橋→小平中央公園
→小川橋→こもれびの足湯→野火止緑道→
中島遊園（ゴール）
集合: 東部公園（西武新宿線「花小金井駅」北口）
解散: 中島遊園（西武拝島線「東大和市駅」）
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
時間: 8時40分〜9時受付　正午解散予定
対象・定員: どなたでも　定員なし　
料金: 400円
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　
※②足湯利用者は足拭きタオルを持参
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

障がいのある方ためのスポーツ教室
みんなでピンポン! 
障がい者卓球教室
　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、仲間づく
りにもなります!
日時: 10月10日・17日・24日・31日　
いずれも木曜日　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
対象: 区内在住・在勤・在学で心身に障がい
のある方
※介助が必要な方は、付き添いの方同伴のこと
定員: 10名（先着順）
料金: 全400円（付き添いの方は無料）
協力: 区卓球連盟
申込み: 9月26日（木）までに、郵便はがき

（50円 ）も し く は 電 話 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」を学習・スポーツ課へ
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

参加チーム大募集
新宿区小学生サッカー大会
日にち: 10月20日（日）・26日（土）・27日

（日）、11月4日（月・振休）　全4日　
※予備日11月9日（土）・10日（日）　
※雨天順延
会場: 戸山多目的運動広場（戸山3-2）
参加資格: 区内在住・在学または区少年サッ
カー連盟登録チームで、1部（小学6年生以
下）、2部（小学4・5年生以下）、3部（小学3
年生）　計50チーム
※ ただし、3部において3年生だけでチーム

を構成できない場合に限り2年生の参加
可。女子については該当する学年の1学年
下の部で参加可

参加料: 1チーム800円
主管: 区サッカー協会、区少年サッカー連盟
申込み: 先着順。8月20日（火）〜9月30日

（月）の間に、コズミックセンター窓口（9時〜
17時）に備え付けの申込書（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、参加料を添えて直接、財団窓口へ

【代表者会議】 10月11日（金）　
19時開始（18時55分集合）　
コズミックセンター  3階大会議室
※ 欠席の場合は棄権とみなします

ので、必ず出席してください
問合せ: 学習・スポーツ課　
            ☎03-3232-5121

グラウンド・ゴルフ初心者教室
　ゴルフをアレンジしたスポーツで、高
度な技術は不要です。どなたでも楽しく
気軽にプレーできます。道具の貸出あり。
日時: 9月14日（土）　13時30分〜15時
会場: 戸山多目的運動広場（戸山3-2）
対象: どなたでも　30名（先着順）
料金: 500円
主催: 区グラウンド・ゴルフ協会
協力: 公益財団法人新宿未来創造財団
申込み: 9月11日（水）までに、電話または
FAX（☎・ 03-3352-9664）で区グラウン
ド・ゴルフ協会　川上（〒160-0022 新宿
6-13-10-704）まで
問合せ: 区グラウンド・ゴルフ協会
　         ☎03-3352-9664

バドミントン 
初・中級者教室
　バドミントンを楽しみま
しょう!�ワンランクアップを
めざす方にも役立ちます!!
日時: 10月18日〜11月1日
の毎週月・金曜日　
19時15分〜21時　全5回
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象: 区内在住・在勤の方で初・中級者
定員: 60名（多数抽選）　
料金: 4,000円
主催: 区バドミントン連盟
協力: 公益財団法人新宿未来創造財団
申込み: 10月1日（火）必着。往復はがきに記
載例（4面）のほか、経験の有無を記入し、下
記問合せ先へ。Eメール（ naoyo-i@tiara.
ocn.ne.jp）での申し込みも可
問合せ: 区バドミントン連盟　飯塚直代

（〒162-0052 戸山1-17-8）  ☎03-3203-5557

はじめての少林寺拳法
　勝敗を競うのではなく、技の習得を通
じて心身を鍛える少林寺拳法。護身や健
康増進、ストレス解消にもぴったりです!
日時: 10月19日・26日、11月9日・16日
いずれも土曜日　10時〜12時　全4回
会場: コズミックセンター　1階第一武道場
対象: 区内在住・在勤・在学の小学生以上の方
定員: 20名（多数抽選）
料金: 全2,000円（中学生以下全800円）
協力: 区少林寺拳法連盟
申込み: 9月30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

楽しいリズムにのって気分もリフレッシュ!
①カーヴィー・
　ボディ・エクササイズ
　ラテンの動きを使って、体幹や深

しん

層
そう

筋
きん

、
骨盤周辺の筋肉を刺激し、引き締まったボ
ディラインをめざします。
日時: 10月10日〜11月28日の毎週木曜日　
　　  13時10分〜14時　全8回
講師: セルツァー正美（火・木曜通年レガスポ! 
講師）

ディスコを思わせるような、 
わくわくするダンスフィットネス

②ＺＵＭＢＡ
　ラテン、ヒップホップ、ベリーなどのさまざ
まな踊りを融合させたダンスフィットネスを楽し
みましょう。
日時: 10月10日〜11月28日の毎週木曜日　
         16時〜17時　全8回
講師: 足立かおり（木・土曜通年レガスポ! 講師）

はじめてでも大丈夫！

③骨盤ヨーガ
　骨盤まわりの筋肉をほぐし、バランスを整
え、姿勢を正します。肩こり、腰痛などを改
善しましょう！
日時: 10月4日〜11月29日の毎週金曜日
       （10月18日、11月15日を除く）　
        10時〜11時　全7回
講師: 長友珠紀（水曜通年レガスポ! 講師）

①ピラティスを知る
　骨盤底筋群強化、骨盤や脊

せき

柱
ちゅう

� �
を正しい位置に戻し、体幹を整え� �
ることで姿勢を改善します。
日時: 9月20日〜11月22日の毎週金曜日　
　　  13時〜14時　全10回
講師: あかり（月曜通年レガスポ! 講師）

②エイジレスボディ・
　トレーニング
　アンチエイジングのキーワードは「筋肉」。
トレーニングで筋肉を増やし、若返りましょう。
日時: 9月20日〜11月22日の毎週金曜日　
　　  14時20分〜15時10分　全10回
講師: Hiroko（レガスポ! 登録講師）

③リラクゼーション・ヨーガ
　ヨーガの正しい呼吸法とポーズを覚え、緊
張した全身の筋肉と心をほぐしてリラックスし
ましょう。
日時: 9月25日〜11月27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! 講師）

④ルーシーダットン（自己整体）
　体の歪

ゆが

みを矯正し、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。
日時: 9月30日〜12月16日の毎週月曜日

（10 月 14 日、11 月 4 日・11 日、12 月 9 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）

⑤ゆっくりヨーガ
　がんばった身体と心を落ち着かせ、自然な
状態に導きます。自分のペースでヨーガを楽
しみましょう。
日時: 10月2日〜12月4日の毎週水曜日　
　　   20時15分〜21時15分　全10回
講師: 足立かおり（木・土曜通年レガスポ! 講師）

①～⑤共通
会場: コズミックセンター　
　　  ①②④⑤2階多目的室　ほか　
　　  ③地下1階多目的広場
対象: 区内在住・在勤の方優先　
定員: 各30名（多数抽選）  ※最少催行20名
料金: ①②③⑤全4,000円　④全3,200円

（いずれも欠席時の返金なし）
申込み: 9月2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　※区内在勤の場合は勤務先
名・所在地を明記してください
問合せ: 学習・スポーツ課　
　　　  ☎03-3232-5121 

①②③共通
会場: ①②戸山生涯学習館　1階ホール

（戸山2-11-101）　③北新宿生涯学習館　
3階視聴覚室（北新宿3-20-2）
対象: 区内在住・在勤の方優先
定員: ①②25名　③15名（いずれも多数
抽選）　※最少催行15名
料 金: ① ② 全3,200円　 ③ 全2,800円　

（いずれも欠席時の返金なし）
申込み: 9月13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　※区内在勤の場合は勤務先
名・所在地を明記してください
問合せ: 学習・スポーツ課　
            ☎03-3232-5121 

レガスポ！10 出 張

一 歩 一 歩 、 健 康 づ く り ♪

女性限定

女性限定

2

スポーツ

赤城生涯学習館（赤城元町1-3）は耐震補強工事により、平成26年3月31日（月）まで休館となります。ご了承ください。　　　問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121お知らせ

人気の講座をお近くで 楽しくレッスン

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:naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp
mailto:naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp
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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。

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
女性中高年からのバレエ　無理なく楽しく

火10時～11時　レオタード　タイツ　バレエ
シューズ　月謝1万円入会金なし　体験千円
豊島区目白5丁目  ☎03-3953-6214 敷田

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
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・和/北欧活花・
北欧ダンス　目白・高田馬場　地域センター他
　会費1000円/回　℡39548721

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
ハタ・ヨガ　体験500円　高田馬場徒歩７分
日曜11:00～12:30　吉田　090-9306-0428
mail: yogawithkyoko77@gmail.com

募　集

　万が一に備え、葬儀や財産に関する自らの希望、家
族に伝えておきたいことなどを記載することで、本人
や家族にとって無用な混乱や不安を取り除きましょう。

　足の構造や靴の正しい選び方を知って、楽しく快
適なシューズライフを手に入れましょう!

①エンディングノートの書き方セミナー

②あなたの足に合った快適な靴の選び方

この秋から新しいことを始めたり、体験したりしてみませんか？

秋から始める講座参加者募集
区　民

プロデュース
事　業

区民プロデュース事業とは… 
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。

身近なテーマについて各分野の講師を招き、幅広い話題で楽し
く学習するサークルです。一緒に学びませんか!
①10月10日～平成26年2月27日の木曜日　13時～15時／
全10回　②35名（55歳以上）　③落合第二地域センター　大会
議室A・Ｂ（中落合4-17-13）　④全4,000円　⑤9月30日（月）

文学・歴史・時事問題・金融・健康・古典芸能など幅広いテー
マの講座、また史跡を訪ね現地で学習を行います。
①10月1日～平成26年2月18日の第1・3火曜日　13時30
分～15時30分／全10回　②30名（おおむね55歳以上の方）
③三栄町生涯学習館　レクホール（本塩町2）　④全3,000円　
⑤9月10日（火）

定年や子育てを終えた人が楽しく充実感ある講義や課外研修に
参加。一流講師の熱意が評判。教養と絆が深まり心豊か。
①10月9日～平成26年2月19日の水曜日　13時30分～15
時30分／全10回　②62名（55歳以上）　③北新宿生涯学習館　
レクホール（北新宿3-20-2）　④全3,000円　⑤8月31日（土）

オペレッタの恋の歌、愛の歌をうたいましょう。胸はドキドキ
心はウキウキ。非日常体験で若返ること必須です。
①10月29日～平成26年3月25日の火曜日　18時30分～
20時30分／全11回　②25名（どなたでも）　③戸山生涯学習
館　1階ホール（戸山2-11-101）　④全4,000円（楽譜代含む）　
⑤10月20日（日）

運動による漢方薬「太極拳」。この中国武術を一緒に楽しみませ
んか。心身共に軽やかに
①10月20日～平成26年2月23日の日曜日　9時15分～10
時45分／全10回　②35名（どなたでも）　③戸塚地域セン
ター　多目的ホール（高田馬場2-18-1）　④全4,000円　⑤9
月30日（月）

毎週日曜日。午前9時半から11時半、戸山生涯学習館で24、
48式太極拳32式太極剣。ライセンス保有の先生が直接指導し
ます。
①10月6日～12月1日の日曜日　9時30分～11時30分／
全8回　②15名（どなたでも）　③戸山生涯学習館　ワーク
ルーム（戸山2-11-101）　④全3,200円　⑤9月20日（金）

ピラティスで体を温めてK-POPに乗って踊ります。インナー
マッスルを鍛えて楽しく踊りましょう。お子様連れ歓迎。
①10月10日～平成26年3月13日の木曜日　13時～15時
／全10回　②25名（20～60歳代）　③牛込箪笥地域センター　
コンドル（箪笥町15）　④全10,000円　⑤8月31日（土）

歌の好きな子あつまれ!! 練習や発表会で仲間とすてきなハー
モニーを奏でよう!
①10月19日～平成26年2月8日の土曜日　10時～12時／
全11回　②28名以上（小学1年生以上）　③落合地区小学校　
④1回300円　⑤8月31日（土）

中国人女性教師と入門・初級会話を楽しく学びましょう。初め
ての方大歓迎。気軽に参加できます。見学もＯＫ。
①10月5日～12月7日の毎週土曜日　【入門編】 13時～15時　

【初級編】 15時～17時／全10回　②17名（20歳以上）　③三
栄町生涯学習館　教養室（本塩町2）　④全10,000円（別途教
本代1,500円程度）　⑤9月28日（土）

会場は元小学校の図工室です。親子で楽しく焼物を作っていま
す。講師は陶芸家です。なお、一人での参加も可能です。
①10月6日～平成26年2月16日の日曜日　10時～12時／
全10回　②35名（5～80歳くらいまで）　③CCAAアートプ
ラザ　図工室（四谷4-20  四谷ひろば内地下1階）　④1講座
1,800円（参加料400円×2回＋材料費1,000円　※1講座2
回で1作品制作）　⑤9月25日（水）　※全10回通しでの募集

プロに教わる本格的な染色体験。全員で3〜4枚の暖
の れ ん

簾を作り
ます。暖簾は染の小道当日に展示し、その後持ち帰れます。
①10月24日～11月28日の火・木曜日　10時～12時／全
6回　②17名（18歳以上）　③東京信用金庫中井駅前支店2
階（上落合2-22-23）　④全3,000円（別途材料費全1,000円）　
⑤9月14日（土）

絵手紙は心のキャッチボール! 絵とことばでつなぐ、温かい絆
づくりを。今年こそ絵手紙年賀状に心をこめてみましょう
①10月8日・29日　ともに火曜日　13時30分～16時／全
2回　②20名（どなたでも）　③牛込箪笥地域センター　バラ
Ａ・Ｂ（箪笥町15）　④1回500円（別途教材費1回500円）　
⑤9月30日（月）

一般教養講座（木曜午後コース）／木曜会〈追〉

火曜日が楽しくなる教養講座／さつき会

中高年のための教養講座（北新宿水曜コース）／
北新宿新水会〈追〉

新宿オペレッタ合唱講座　Part6／合唱団「つつじ」

子どものための合唱講座／落合少年少女合唱団〈追〉

入門・初級・中国語会話／中国語講習会

親子陶芸教室／NPO法人市民の芸術活動推進委員会24式、48式太極拳、32式太極剣／健康友の会

お子様連れ歓迎ピラティス&K-POP／サラヒラ  ママ〈追〉
プレ染色体験～「染の小道」～／染の小道実行委員会

新婦人絵手紙入門講座「今年こそ絵手紙年賀状を!」
／新日本婦人の会新宿支部絵手紙交流会

ストレッチ&入門太極拳／
S・P・T・C下落合公園太極拳倶楽部

No. テ ー マ 日 　 時

① 日本の金融・経済の現状を知る 9/7（土）   10:00～12:00

② 誰でもできる低金利時代の資産形成・運用方法
～ 少額投資非課税制度（NISA）を踏まえて ～ 9/7（土）   13:00～15:00

③ 今さら聞けない証券基礎知識 その1
― 投資信託とは? 9/28（土） 10:00～12:00

④ 今さら聞けない証券基礎知識 その2
― 投資信託の上手な利用法 9/28（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）
講師: NPO法人投資と学習を普及・推進する会　
申込み: 各開催前日までに電話またはFAX（ 03-3209-1833）で、受講希望番号（①～④）、
氏名、住所、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

おとなの　　　　経済・証券講座やさしい

日時: 11月17日（日）　
         11時～17時
会場: 新宿文化センター　
         小ホール（新宿6-14-1）
申込み: 9月20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

日時: 10月5日・12日、11月2日・16日
　　   いずれも土曜日　14時～16時　全4回
会場: 戸山生涯学習館　和室（戸山2-11-101）
講師: 区花道茶道協会・茶道部講師　
対象・定員: どなたでも　20名（多数抽選）
料金: 全2,800円（茶・菓子代込み）　
協力: 区花道茶道協会
申込み: 9月24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。受
信可能なFAXがある場合は 03-3209-1833へ

展示期間: 11月15日（金）～12月1日（日）　9時～21時30分
会場: コズミックセンター　2階ギャラリー
募集内容: テーマ自由。カラー、白黒、セピアなど。1人2点
まで、組み写真は1組3枚（1人1点）まで。サイズは四切（ワ
イド含む）、六切、Ａ4　※画像処理はその旨明記のこと
料金: 無料　
申込み: 10月11日（金）までに、所定の申込書と作品（額装な
し）を直接、コズミックセンター窓口へ持参、または郵送で記
入済みの申込書と作品に返信用切手を貼った封筒を同封し、
学習・スポーツ課へ　
※募集要項・申込書は財団ホームページからダウンロード可

　日本の伝統芸能である吟
ぎん

詠
えい

・剣舞・詩舞を稽
けい

古
こ

されていて、
出演を希望する方を募集します。 　立居振る舞いから、ていねいに指導します。初心者歓迎!

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

「吟
ぎ ん

剣
け ん

詩
し

舞
ぶ

のつどい」出演者募集 日本文化に触れてみませんか? 
茶の湯体験教室

写真展 作品募集　
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121 

共催: 新宿区

正しい知識でかしこい消費者へ

日時: 9月19日（木）　13時30分～15時30分　
講師: 半田貢（相続手続支援センター代表）
料金: 500円（エンディングノート代）
協力: 相続手続支援センター

日時: 10月12日（土）　14時～16時30分
講師: アキレス株式会社 お客様相談室
協力: アキレス株式会社

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

①②共通
会場: コズミックセンター　
①3階大会議室   ②5階大研修室
対象・定員: 区内在住・在勤の
方優先　各40名（多数抽選）
申込み: ①9月2日（月）・②19
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。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

一 般 教 養

申込み: 全講座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

講座名／企画運営団体名　※〈追〉は追加募集

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

語 　 学

趣 　 味

音 楽 ・ コ ー ラ ス 　

健 康 ・ ス ポ ー ツ 　

表彰あり

3

学 習

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:yogawithkyoko77@gmail.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
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都営地下鉄
大江戸線

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～8月22日（木）
 和紙絵の会
8月23日（金）～9月26日（木）
 新宿クリエイターズ・フェスタ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

8・9月の展示みるっく
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

投影日: 〈夏プログラム〉8月24日（土）
〈秋プログラム〉9月14日（土）・22日（日）・28日（土）
※秋プログラムは11月まで投影します　
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（投影時間は各回約
50分）　※開場は各回投影開始30分前　
対象・定員: どなたでも　150名　
料金: 全席自由　300円（中学生以下無料）
購入: 鑑賞券は各回投影開始30分前から会場受付
で販売開始
※詳しくは、財団ホームページをご覧ください

時間: 14時開演（13時30分開場）　
定員: 140名（先着順）
料金: 親子（小学生以下と中学生以上）1組500円、
中学生以上1名500円、小学生以下1名200円　

〈購入例〉 
①小学生以下のお子さま2名とその保護者1名の場合
    → 700円（親子1組＋小学生以下1名）　
②小学生以下のお子さま2名とその両親の場合 
    → 1,000円（親子2組）　
購入: 鑑賞券は当日の開演30分前から会場受付で販
売開始

時間: 10時30分上映開始（10時開場）　対象: 心身に障がいのある方とそのご家族・介助者の方
定員: 70名（要事前予約・先着順）　料金: 100円（付き添いの方は無料）　
申込み: 9月24日（火）までに、電話またはFAX（ 03-3209-1833）で記載例（下段）のほか、「障がいの種類」

「車イスの使用・不使用」「付き添いの方の有無とその人数」を上記問合せ先までお知らせください

夏番組「夏の星座と銀河鉄道の夜」 （～8月）

秋番組「太陽系の旅と秋の星空」 （9月～）

　子どもから大人まで一緒に楽しめるイベントです! 
お星さまの見つけ方、絵本・紙芝居・パネルシア
ターなどを予定しています♪

　“草原のチェロ”とも呼ばれる馬
ば

頭
と う

琴
き ん

の音色が満天の星空の
もとに響きます。モンゴルの大地で育まれた音楽と星々が織り
なす悠久の時間をお楽しみください。

　上映途中での入退場や、声や音を出しても大丈夫です。安心してご参加ください。　
※投影内容は、秋プログラム「太陽系の旅と秋の星空」です

星空おはなしまつり
おなかもまんぷく！　
おいしいおはなし祭

障がいのある方のための
わくわくプラネタリウム

831 923

105

時間: 14時30分開演（14時開場）　
出演: チ・ブルグット
曲目: 『昇る太陽』『リベルタンゴ』  ほか　※曲目は変更になる場合があります
対象・定員: どなたでも　140名　※未就学児の入場不可
料金: 全席自由　1,500円　
購入: 【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（9時～17時）

【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）

時間: 11時開演（10時30分開場）
対象: 心身に障がいのある方とそのご家族・介助者の方

定員: 70名（要事前予約・先着順）　
料金: 100円（付き添いの方は無料）　
申込み: 9月13日（金）までに、電話またはFAX（ 03-3209-1833）で
記載例（下段）のほか、「障がいの種類」「車イスの使用・不使用」「付き添い
の方の有無とその人数」を上記問合せ先までお知らせください

（月・祝）（土）

（土） 障がいの
ある方
向け

　コズミックセンター 地下1階プールは、8月は朝8時か
ら営業します。また、9月末まで「夏季営業」として2時間
制を実施します。
※ 駐車場および1階事務所窓口は通常どおり8時45分から営業

　年齢や障がいに関係なく、10人が1チームと
なって全5区間（1区間約1km）をタスキでつな
ぐリレー競技です。
　主催者が事前に設定した“秘密のタイム”に一
番近いチームは賞品ゲット! 楽しく走った後は
交流会（昼食付）で、みんなで盛り上がりましょ
う。

第12回 ピポ・ユニバーサル駅伝
選手&ボランティア募集!

日時: 9月28日（土）　選手・ボランティアとも
         9時30分受付  10時50分スタート　
会場: 国立競技場（霞ヶ丘町10-2）　
※交流会の会場は区立四谷第六小学校（大京町30）
チーム構成: 選手5人とサポーター5人の計10人

（小学生・65歳以上・視覚障がい者・車イス利用者・
伴走ボランティア など）で1チーム
料金: 選手・ボランティアとも　一般1,000円
         小中学生500円（いずれも昼食代込み）
申込み: 9月6日（金）までに、FAX（ 03-5360-
3633）ま た はEメ ー ル（ staff@npocs21.com）
で、出場希望部門（小学生・65歳以上・障がいのあ
る方〈視覚・車イス体験希望可〉・フリースタイル・
ボランティア）、氏名（ふりがな）、郵便番号・住所、
電話・FAX番号、年齢・性別、支援希望（障がいの
ある方で支援が必要かつ要望がある方）、メールア
ドレスを下記問合せ先までお知らせください
問合せ: NPO法人コミュニケーション・スクエア21　
            ☎03-3350-1388（平日のみ）

マラソン大会走っちゃおう!
　今年もいっぱい練習して、みんなで来年1月に行われる新宿シティ
ハーフマラソン・区民健康マラソンの【2kmの部】に参加しちゃおう!
日にち: 11月13日～平成26年1月22日の水曜日（年末年始を除く）7回
とマラソン大会当日（1月26日（日））　各コース全8回
時間: 【Ａコース】16時30分～17時30分 【Ｂコース】17時40分～18時40分
会場: コズミックセンター　地下1階小体育室
講師: 株式会社SAWAKI GYM
対象・定員: 区内在住・在学の小学生優先

【Ａコース】 1～3年生　35名　【Ｂコース】 4～6年生　25名（多数抽選）
料金: 3,400円（全8回分+マラソン大会参加料）　
※マラソン大会への参加申込みを兼ねています
申込み: 9月25日（水）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
問合せ: 子ども・地域課　☎03-3232-5122

新宿区中学生野球大会 結果報告
　7月20日～30日の間の6日間にわたり、連日白熱した試合が繰り広げ
られた中学生野球大会。今年度の結果は次のとおりです。
◆優　勝　ペガサスボーイズ（B）
◆準優勝　オール牛込Ⅲ
◆第 3 位　オール牛込Ⅰ
                 ペガサスボーイズ（A）
問合せ:  学習・スポーツ課  
            ☎03-3232-5121

〜 大草原の調べ 〜
天の川からのメロディー

対 象 日 程 25ｍプール 幼児プール

８
月

毎日（88キャ
ンペーン）

終日全コース開放
（木曜日を除く）

終日開放
（木曜日を除く）

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時から
 開放）

終日開放
（22日（日）は
 11時から開放）

28日（土）・
29日（日） 終日4コース以上開放 貸切あり

プール8
ハチ

8
ハチ

キャンペーン

コズミックセンター プール  
夏季営業のお知らせ
プール8

ハ チ ハ チ

8キャンペーンはあとわずか!

日時: 9月11日～12月4日の毎週水曜日（11月27日を除く）
10時～11時45分　全12回
会場: 新宿文化センター　3階小ホール（新宿6-14-1）
講師: 佐々木理子（合唱インストラクター）
料金: 全6,000円（希望者のみ別途教材費＊520円程度）
＊『日本の心を歌う  日本の抒情歌』 野ばら社刊 

日時: 9月17日、10月22日、11月19日、12月17日　
いずれも火曜日　19時～20時30分　全4回
会場: コズミックセンター　3階大会議室
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）　
料金: 全2,000円

oe23Z™講座

　誰でも知っている抒情歌や童謡・唱歌を歌います。おなか
の底から声を出して、ココロもカラダも元気になりましょう!

　天武9（680）年創建の本薬師寺（奈良県橿原市）
と西ノ京の薬師寺、飛鳥に寺址が残る山田寺の歴
史と仏頭について、わかりやすく解説します。

①みんなで歌おう♪ ②仏像の魅力を探る ～薬師寺と山田寺の仏頭～

料金: 大人400円、
         中学生以下100円　
※お1人様1回につき最長
　2時間まで
※詳細はコース予定表をご
　確認のうえ、ご利用くだ
　さい
問合せ: 施設課　
            ☎03-3232-7701

薬師寺金堂

チ・ブルグット

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

一 般 公 開 親子向けイベント 星空コンサート

のびのびクラブ［水曜日］ 

①②共通
対象・定員: 区内在住・在勤・在学の
方優先　各60名（多数抽選）
申込み: ①9月2日（月）・②12日（木）
必着。往復はがきに記載例（下段）と、
①は教材購入希望の有無を記入し、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

4 9月の休館日の
お 知 ら せ

お知らせ

学 習

コズミックセンター　9日（月） ／ 大久保スポーツプラザ　17日（火） ／ 新宿歴史博物館　9日（月）・24日（火） ／ 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　
2日（月）・9日（月）・17日（火）・24日（火）・30日（月） ／ 新宿文化センター　10日（火） ／ 生涯学習館〈住吉町・西戸山〉  9日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉  23日（月・祝）

シニアの方大歓迎!

おめでとうございます

大人気の2講座！！

mailto:staff@npocs21.com
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