
☎03-3324-0418
（かんきかい）

www.kankikai.info

観幾会

初心者歓迎!
基礎からていねいにお教えします。

月 2 回（木・土・日）
会費：月3,500 円 ／入会金なし

新宿教室（住吉町）
幡ヶ谷教室　調布教室

占い教室
正しい気学・四柱推命を学ぶ !

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

参加費
無 料

主催：

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

各会場とも定員50名 ※希望者多数の場合は抽選

●お申込み・資料請求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

〒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

渋   谷   9/28（土） 京   橋 10/20（日）

西新宿 10/27（日） 八重洲 11/16（土）

▶管理組合の役割と管理会社との上手な付き合い方
▶マンションにおける二つの“老い”について
▶省エネサッシと耐震玄関ドアについて
▶自分達のマンションにあった管理費と適正価格の見出し方
▶将来の不安を抑える長期修繕計画と積立金の考え方

検 索クラシテ

おもな講演テーマ

上記セミナーとは別に「無料診断」「相談会」も開催中！
ご希望の方は、Eメール : soudan@daiward.co.jpへ !

全６回・夜間

池袋より徒歩１２分
11/1～12/12
9/3（火）～
先着順

www.minken1975.
com

☎03-3981-8783
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公開中！

リトミック
満１歳～小学生まで

音楽性・リズム感 + 豊かで
可能性あふれる人格形成を !
お申込み・お問い合わせは下記お電話、
またはホームページから検索

☎03-3351-6550
スタジオ：新宿区富久町３７-２

リトミック研究センター　東京第二支局直営

スタジオ・アンシャンテ

リトミック

検 索

入 会
受付中

こどものための

新宿ミュージカル講座修了発表会

1このマークが付いたイベントなどは、新宿フィールドミュージアム〈ＳＦM〉の
対象事業です。詳細は、区内施設で配布されているパンフレットをご覧ください

問合せ: 子ども・地域課  ☎03-3232-5122

輝く笑顔と熱い思いを込めて！

構成・振付・演出: 本徳亜希子（元劇団四季）　　　出演: 本講座受講生　38名

923
（月・祝）

923
（月・祝）

①�ランナー申込み
　【ハーフマラソンの部】���9月25日（水） 締め切り〈抽選〉
　【その他の種目】���10月25日（金） 締め切り〈先着順〉
　　10km　3km　2km　ひよこの部　スペシャルラン
　 ※ 期間中であっても定員に達し次第、締め切ります
　 ※参加料の一部は東北復興支援に活用させていただきます

②個人協賛���10月25日（金） 締め切り〈先着順〉
　　3万円で【ハーフマラソンの部】に優先エントリー
③団体協賛����一口 ￥52,500〜
　　全国から参加のランナーにピーアール！
④ボランティアスタッフ���11月11日（月） 必着

2020年��東京オリンピック・パラリンピック開催決定! 小学生陸上教室 ―長距離走中心 ―

※詳しくは、ホームページをご覧ください  ⇒  www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/

時間: 14時開演（13時30分開場）　15時30分終演予定
会場: 四谷区民ホール　四谷区民センター9階（内藤町87）
席種: 全席自由　450席
申込み: 不要。当日直接、会場へお越しください

ミュージカルが大好きで集まった仲間たちが贈る最高のステージ。
『リトルマーメイド』『コーラスライン』『美女と野獣』など、有名なミュージカルナンバーをおりまぜた
オリジナル・ショーをお楽しみください!

　来年1月26日（日）に開催される新宿シティハーフ
マラソン・区民健康マラソン【2kmの部】の完走をめざ
して長距離走中心の練習を行います。オリンピック3
大会連続出場の“伝説のランナー”宇佐美彰朗さんが、
みんなを指導してくれるよ!
日時: 11月5日～平成26年1月28日の毎週火曜日（ただし、12月10日・31日、
平成26年1月14日は除く）　いずれも16時30分～17時45分　全10回
会場: 旧四谷第三小学校　体育館（本塩町2）
講師: 宇佐美彰朗（日本スポーツボランティア・アソシエーション理事長・東海大
学名誉教授）
対象・定員:  区内在住・在学の小学1～6年生　30名　
料金: 全2,000円（マラソン大会参加料は別途）
協力: 新宿レガス陸上クラブ
申込み: 10月21日（月）必着。往復はがきに記載例（4面）のほか、学校名・学年、
マラソン大会への参加希望の有無・参加希望の場合は申し込み済みかどうかも記
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　
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

〜日本を元気に! 新宿から発信します〜

【開催日】
2014.1.26（日）
【会　場】
国立競技場●区民健康マラソン

第12回

宇佐美彰朗

9月20日号9月20日号
次号は10月5日発行です。次号は10月5日発行です。平成25年9月20日 第65号平成25年9月20日 第65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

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
http://www.daiward.co.jp
http://www.kankikai.info
http://minken1975.com
http://minken1975.com


コズミックセンター窓口申込み: 要項にとじ
込みの申込用紙に必要事項を記入のうえ、参
加料を添えてお持ちください　

【受付時間】平日9時～19時、休館日（10月
15日（火）・11月11日（月））9時～17時、土
日・祝日9時～16時30分
※ ▶ライフル射撃 ▶空手道 ▶ハンドボール 

▶なぎなた ▶アーチェリーは、申込先が異
なりますので、必ず要項でご確認ください

問合せ: 学習・スポーツ課  ☎03-3232-5121

 ライフル射撃
種目: エアーライフル、ハンドライフル、
　　　エアピストル
日時: 10月14日（月・祝）　9時開始
会場: 中央区立総合スポーツセンター（中央区
日本橋浜町2-59-1）
参加資格: 区内在住・在勤の16歳以上で銃砲
所持許可書を持つ方または区ライフル射撃連
盟登録者
参加料: 1名200円　
※別途当日集金の使用料1,300円あり
申込み: 9月23日（月・祝）～10月6日（日）に、
区 ラ イ フ ル 射 撃 連 盟　 河 田（ ☎090-4915-
3517）あて電話で申し込み
主管: 区ライフル射撃連盟

 弓　道
種目: 1部（三段以下）、2部（四段・五段）、
　　　3部（称号者）
日時: 10月20日（日）　9時30分開始
会場: コズミックセンター　1階弓道場
参加資格: 区内在住・在勤・在学の15歳（平
成25年4月1日現在）以上の方または区弓道
連盟登録者
参加料: 1名200円　
※別途当日集金の昼食代等1,000円あり
申込み: 9月20（金）～10月10日（木）に、上
記のとおりコズミックセンター窓口へ持参、
または区弓道連盟（コズミックセンター 1階
弓道場内）で直接申し込み
主管: 区弓道連盟

 空手道
種目: 【組手】 男子、女子　【 形＊】 男子、女子
※ いずれも高校生・シニア＊・一般有級・一

般有段
＊形のシニアは男女混合
＊シニアは男子40歳以上、女子35歳以上
日時: 10月20日（日）　9時30分開始
会場: コズミックセンター　2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）以上の方または区空手道連盟登
録者
参加料: 1種目200円　
※別途連盟経費1,300円あり
申 込 み: 9月20日（ 金 ）～10月4日（ 金 ）に、
申込書と参加料・連盟経費を区空手道連盟　
石橋克彦（〒161-0033 新宿区下落合3-21-
18）あて現金書留にて郵送で申し込み
主管: 区空手道連盟

 卓　球（中学の部）
種目: シングルス（男女別・学年別）、
　　　団体戦（学校別）
日時: 10月27日（日）　9時集合
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象: 区内在学・在住の中学1・2年生　
※ 区内中学校卓球部については、学校単位で

申し込み
参加料: 無料
申 込 み: 9月26日（ 木 ）～10月4日（ 金 ）に、
左上のとおりコズミックセンター窓口へ持参
※ 身分証明書（生徒手帳）を持参のこと　
※ 申込書に保護者の承諾印が必要
主管: 中学校体育連盟新宿支部卓球専門部

 ハンドボール
種目: 成人男子
日時: 10月27日（日）　9時30分開始
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: 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　
※ なお、9月22日（日）開催「U-18男子の部」の

申込みは締め切りました
主管: 区ハンドボール協会

※�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

区民総合体育大会 
参加者・チーム募集!

 なぎなた
種目: 演技競技、団体戦、個人戦
日時: 10月27日（日）　12時30分開始
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）以上の方または区なぎなた連盟
登録者
参加料: 1名200円　
※別途当日集金の連盟経費800円あり
申込み: 9月20日（金）～10月10日（木）に、
往復はがきに参加種目、氏名（ふりがな）・年
齢・性別、住所・電話番号、区内在勤の方は
勤務先名・住所も明記のうえ、区なぎなた連
盟事務局　射手矢知子（〒169-0072 新宿区
大久保1-3-8）あて郵送で申し込み
主管: 区なぎなた連盟

 ダンススポーツ（社交ダンス）
競　技　名 種　目

① ニューフェイス ブルース
② ジルバ
③ ライジングスター ワルツ
④ ルンバ
⑤ ゴールドスター タンゴ
⑥ ルンバ
⑦ ダイヤモンドスター スローフォックストロット
⑧ サンバ

⑨ 出会いふれあい!プロ・アマミックス ジルバ

※複数種目出場可
日時: 11月3日（日・祝）　
          9時～9時30分受付　10時開始
会場: コズミックセンター  地下1階小体育室
参加資格: 区内在住・在勤の方または区ダンス
スポーツ連盟会員（①～⑧はアマチュアのみ）
参加料: 1名200円
申込み: 9月20日（金）～10月24日（木）に、
申込書と参加料をコズミックセンター窓口へ
持参、もしくは区ダンススポーツ連盟　宮原
教子（〒169-0075 新宿区高田馬場4-35-13 
カルムB101号）あて現金書留で申し込み
主管: 区ダンススポーツ連盟

 バドミントン
種目: ①男女各ダブルス　1部16組、
　　　　2部32組、3部32組、4部32組
　　　②混合ダブルス　1部20組、2部40組、
　　　　3部40組、4部40組
日時: ①11月3日（日・祝）　9時開始
　　　②11月17日（日）　9時開始
会場: 新宿スポーツセンター  3階大・小体育室
参加資格: 区内在住・在勤の18歳以上の方ま
たは区バドミントン連盟登録者
参加料: 1ペア400円
申込み: 先着順。9月20日（金）～10月18日

（金）に、左記のとおりコズミックセンター窓
口へ持参
主管: 区バドミントン連盟

 アーチェリー
種目: 1部、2部、3部
日時: 11月3日（日・祝）　10時開始
会場: 新宿スポーツセンター　5階洋弓場
参加資格: 区内在住・在勤の15歳（平成25年
4月1日現在）以上の方または区アーチェリー
協会登録者
参加料: 1名200円　※大会当日集金
申込み: 9月21日（土）～10月25日（金）に、記
入済みの申込書を区アーチェリー協会（〒160-
0022 新宿区新宿6-23-2 ㈱清原光学内）あて
郵送、もしくは毎週火曜日19時30分～21時
に、新宿スポーツセンター 5階洋弓場へ持参
主管: 区アーチェリー協会

 ゲートボール
種目: 共通
日時: 11月17日（日）　9時開始
         ※予備日 11月24日（日）
会場: 戸山公園いきいき広場（戸山3-2）
参加資格: 区内在住・在勤・在学の方（年
齢・性別不問）で構成されたチーム（5名以上
7名以内）　※1～4名でも申込み可（ただし、
チーム編成は主管団体が行います）
参加料: 1名200円
申込み: 10月1日（火）～11月13日（水）に、
左上のとおりコズミックセンター窓口へ持参
主管: 区ゲートボール協会

障がいのある方のための 
スポーツ体験デー
　障がいのある方もない方も、だれでも一
緒に楽しめるスポーツ（ボッチャ、風船バ
レーなど）を体験してみよう!
日時: 11月2日（土）・9日（土）　
　　　両日とも9時～12時　全2回　
会場: コズミックセンター　2階大体育室　
対象: どなたでも（障がいのある方優先）　
定員: 30名（先着順）　
料金: 全200円
申込み: 10月18日（金）までに、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」「付
き添いの方の有無とその人数」を下記問合せ先
までお知らせください　
※ 窓口と電話受付時間は平日9時～17時
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

初・中級者向け水泳教室
①初・中級水泳教室
②水中ウォーキング
日時: 10月19日（土）・26日（土）　
         両日とも18時～19時50分
         （受付17時50分～）　全2回
会場: コズミックセンター　地下1階プール　
講師: 区水泳連盟指導員　
対象: 区内在住・在勤の18歳以上の方　
定員: ①②合わせて全40名（多数抽選）　
料金: 全2,000円（欠席時の返金なし）
※ 教室初日（19日（土））に受付でお支払いく

ださい
主催: 一般社団法人新宿区体育協会　
協力: 区水泳連盟
　　  公益財団法人新宿未来創造財団
申込み: 10月4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

柔らかいボールを使うから痛くない!
新宿区ソフトバレーボール大会
出場者・チーム募集
　初心者やお子さまも楽しめます。小中
学生やファミリーでの参加も大歓迎!
種目: 【男女混合の部】 コート内男子2名以内

（ただし、小中学生は性別不問）　
【レディースの部】
【個人参加の部】 大会当日、個人参加者同士で
チームを編成します　
※ いずれも4人制で、1チーム8名までエン

トリー可　
日時: 11月30日（土）　10時開始（受付9時～） 
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・在学で小学生以上の
方または区バレーボール連盟登録者　
定員: 団体参加24チーム（個人参加チーム含
む）
参加料: 1チーム1,000円、
　　　   個人参加1名200円　
申込み: 先着順。11月5日（火）までに、コズ
ミックセンターに設置の申込書（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、コズミッ
クセンター窓口へ　※窓口受付時間は9時～
19時。 た だ し、 土 日・ 休 館 日（10月15日

（火））は16時30分まで　
主管: 区バレーボール連盟　
その他: 毎週火曜日の夜間（19時～21時45
分）にソフトバレーボールの「フリー教室＊」を
開催中（室内用運動靴を必ず持参）。お気軽に
ご参加ください
＊高校生以上1名400円、
　中学生以下1名100円
問合せ: 学習・スポーツ課　
                ☎03-3232-5121

11月 卓球教室
日程: 11月7日～28日の毎週木曜日　
         各クラス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
申込み: 10月17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10月
24日（木）にコズミックセンター窓口に掲示
※ 電話での問い合わせは平日9時～17時
その他: 安全上、小学生には教室への往復時
とレッスン中の保護者の付き添いが必要です
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

いきいきウォーク新宿
榎町地区ウォーク  約4km
日時: 9月24日（火）　
　      9時10分～9時30分受付  正午解散予定
コース: 鶴巻南公園（スタート）→夏目坂通り→
牛込柳町→市谷加賀町→市谷仲之町→荒木町
→四谷二丁目→四谷見附公園（ゴール）　
集合: 榎町地域センター（東京メトロ東西線

「早稲田駅」1番出口）　
※集合後、鶴巻南公園でストレッチを実施　
解散: 四谷見附公園（JR中央線、東京メトロ
南北線・丸ノ内線「四ツ谷駅」）　
対象: どなたでも　定員なし　
協力: NPO法人新宿区ウオーキング協会　
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
場所へお越しください　※雨天決行
主催・問合せ: 新宿区健康推進課健康事業係
                      ☎03-5273-3047

The yoga　これぞヨガ!
①エナジー系ヨガ
　体幹の深層筋（インナーマッスル）を使い、
姿勢の改善、肩こり・腰痛の緩和や予防を目
指します。
日時: 10月22日～12月3日の毎週火曜日
　　  19時30分～20時30分　全7回
講師: MIWA（通年レガスポ! 金曜担当講師）

♡印象美人の貴方になりませんか!
②ボイストレーニング ＆ 
　ストレッチ
　声帯だけに頼らない有効なストレッチで全
身を使って発声すると、ストレス解消とともに
健康増進につながります。
日時: 10月16日～11月27日の毎週水曜日　
         19時～20時　全7回
講師: Chie（通年レガスポ! 金曜担当講師）

①②共通
会場: 住吉町生涯学習館（住吉町13-3）　①地下1階学習室A　②2階レクリエーションホール 
対象: 区内在住・在勤の方優先　
定員: ①15名　②20名（ともに多数抽選）　※最少催行15名　
料金: 全2,800円（欠席時の返金なし）
申込み: 10月4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 お勤め帰りの方に
おススメ!in 住吉町

男性も可

お知らせ 赤城生涯学習館（赤城元町1-3）は耐震補強工事により、平成26年3月31日（月）まで休館します。ご了承ください。　　　問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-51212

スポーツ

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


 

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

「源氏物語を読む会」会員募集
月2回（金曜日15時～17時）費用3000円
問合せ09012608935（沼尻） 戸塚地域センター
先生のユーモアたっぷりの解説が中心です。
女性のための不動産研修会 5357-7548要予約
消費税up前の不動産購入について、相続対策
含めた投資用不動産の購入ポイントも。女性
主催者が飯田橋駅近で実施。9/28pm、10/6pm

大人の初級英会話　メンバー募集　無料体験
角筈地域C  火曜11時～12時 月２回で\2,200
048-444-5707　ハローフレンズ　芳賀

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
TOEIC・英検　聴取集中から実践力強化へ

女子中学～35才支援割引8000/月８～戸塚
地域Center  39548721 info@kuniburi.com

端唄・俗曲・三味線教室  ＜個人指導＞
唄のみ、三味線のみも可。年齢経験不問
TEL 3205-1612 根岸 登喜輔（斎藤）
♪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
カラオケ　会員募集（初心者歓迎）

新宿西口、小田急デパート2分
☎03-3373-7260　留守TEL可

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

弓道色
い ろ

的
ま と

大会
　色的を使用し、中

あた

り所
どころ

による得点を競う弓道大会です。
時間: 9時30分競技開始（9時受付）　12時終了
会場: コズミックセンター　1階弓道場
対象: 有段者の方ならどなたでも　定員なし
申込み: 10月4日（金）までに、記載例（4面）の記載事項を区弓
道連盟 総務　石井（☎090-7208-8481）までお知らせください
※�未経験者の方は、当日参加できる午後の体験会にご参加くだ
さい（くつ下か足

た び

袋を持参）

フットサル体験会
時間: 17時～18時　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、ゲスト講師　
対象・定員: ①親子（小学生以上）　20名　②中学生以上の女
性　20名（ともに先着順）　申込み: 開催前日までに、Eメール
で区サッカー協会フットサル委員会（  shinjuku_fa@yahoo.
co.jp）へ　※詳しくは、http://blog.livedoor.jp/shinjuku_fa/

ポスチュアウォーキング 親子姿勢教室
　親子で正しい姿勢を学び、日常生活で身につけるためのポ
イントをつかみましょう。
時間: 14時～15時　会場: コズミックセンター　2階多目的室　
講師: 小林かおる（ポスチュアスタイリスト）　
対象・定員: 小中学生と保護者　30名　
申込み: 10月9日（水）までに、Eメールで一般社団法人ポスチュ
アウォーキング協会　加藤（  naokokato@posture.co.jp）へ

コアトレーニングバレエ
①児 童 科（4歳～未就学児）
　 時間: 10時～10時45分　　　  定員: 15名（多数抽選）
②初 等 科A（小学1～3年生）
　 時間: 11時30分～12時30分　定員: 15名（多数抽選）
③初 等 科B（小学4年生～中学1年生）
　 時間: 13時30分～14時30分　定員: 15名（多数抽選）
④大  人（中学2年生～成人）
　 時間: 15時～16時　　　　　　 定員: 30名（多数抽選）
講師: 法元美都子（法元美都子バレエスタジオ主宰）
会場: コズミックセンター　地下1階多目的広場
対象: 経験不問・どなたでも  
申込み: 10月4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

スポーツと英語に楽しくチャレンジ！
本場NFLチアが教えるチアダンスA
フラッグフットボールB
時間: A①10時30分～11時15分  ②12時30分～13時15分
         B①11時30分～12時15分  ②13時30分～14時15分
会場: コズミックセンター　2階大体育室
対象・定員: A 4歳～小学生　各回15名（先着順）
 　 B小学生以上　各回20名（先着順）
申込み: 開催前日までに、Eメールでe-kids（  info@e- 
kidsjapan.com）へ

※�当日参加可能なプログラムについては、区内公共施設で近日配布の
リーフレットもしくは本紙10月5日号をご覧ください

問合せ: 学習・スポーツ課  ☎03-3232-5121

10月14 日（ 月・祝 ）の「 体 育 の 日 」は
スポーツ＆レクリエーションの祭典!

新宿スポレク2013「体験プログラム」事前募集!

日本棋院所属の棋士に学ぶ!
 7路盤から始める はじめての囲碁教室 No. テ ー マ ／ お も な 内 容 日　時

① 初心者のための株式基礎知識 その1
― 株式投資の魅力とリスク

10/12（土）
10:00～12:00

② 初心者のための株式基礎知識 その2
― 株価チャートの利用法（応用編）

10/12（土）
13:00～15:00

③ 初心者のための株式基礎知識 その3
― 会社情報誌の見方

10/26（土）
10:00～12:00

④ 初心者のための株式基礎知識 その4
― やさしい決算書の見方

10/26（土）
13:00～15:00

　奥の深い思考ゲームである囲碁。基本ルールを学びながら、あなたの自由
な創造力を発揮し、頭の体操をしてみませんか。未経験でも大丈夫!
日時: 10月29日～12月3日の毎週火曜日　いずれも13時15分～14時45分　
全6回　会場: 大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保3-7-42）　
講師: 水間俊文七段（公益財団法人日本棋院東京本院）　対象: どなたでも（区内
在住・在勤・在学の方優先）　定員: 30名（多数抽選）　料金: 全4,200円　
申込み: 10月7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

おとなの　　　　経済・証券講座やさしい
oe23Z™講座

会場: コズミックセンター　3階大会議室　
講師: NPO法人投資と学習を普及・推進する会　
対象・定員: どなたでも　各回60名（先着順）　
申込み: 各開催前日までに、電話もしくは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（電話受付は平日9時～17時）
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

秋から始める講座参加者募集

歴史や文学に親しみ江戸の旧蹟等を訪ね又会員との会話を楽し
み、元気をもらいながら共によい思い出を作りましょう。
①10月10日～平成26年2月20日の木曜日　10時～12時／
全10回　②80名（50歳以上）　③戸山生涯学習館　ホール（戸
山2-11-101）　④全3,000円　⑤10月3日（木）

一般教養講座 戸山木曜コース／戸山平成会 〈追〉

楽しい!�社交ダンス入門講座です。どなたでも参加できます。
基礎的なステップを何度も繰り返し練習します。
①10月8日～平成26年2月25日の火曜日　17時45分～19
時45分／全10回　②20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5,000円　⑤9月30日（月）

楽しい! 初めての社交ダンス／新宿きずなサークル 〈追〉 文学、歴史、法律、経済、時事問題、健康問題などを幅広く楽
しく学習し、友を得、心豊かに生きよう。
①10月21日～平成26年2月24日の月曜日　13時30分～
15時30分／全10回　②若干名（おおむね50歳以上）　③住
吉町生涯学習館　レクホール（住吉町13-3）　④全3,000円　
⑤10月15日（火）

中高年の為の一般教養講座  住吉月曜コース
三栄きのえね会 〈追〉

学校・学年を超えた仲間と、発声の基本からいろいろな歌を楽
しく練習。来年春まで赤城生涯学習館から会場が変わります。
①10月26日～平成26年3月15日の土曜日　14時～16時
／全10回　②20名（小学生～高校生〈未就学児応相談〉）　③
戸塚第二小学校　音楽室（高田馬場1-25-21）　④1回500円　
⑤10月15日（火）

少年少女合唱教室／新宿区少年少女合唱団

プロの料理人の味を習い、その日に家庭で作れます。全員参加
で楽しい料理、男女どなたでも応募ください。
①10月13日～平成26年3月9日の日曜日〔ただし、12月7
日（土）・平成26年1月13日（月・祝）も実施〕　13時30分～
16時30分／全10回　②30名（30歳以上）　③北新宿生涯学
習館（北新宿3-20-2）　④全10,000円　⑤9月27日（金）

手作り料理教室／かえで会 〈追〉

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。

楽譜が読めない方も大丈夫！親切な仲間と楽しく歌い、達成感
を共有しましょう。おなじみの曲とクラシックで！
①11月2日～平成26年3月1日の土曜日　9時30分～12時
／全8回　②30名（どなたでも）　③榎町地域センター　多目
的ホール（早稲田町85）　④月額1,500円　⑤10月20日（日）

歌の好きな人なら誰でも／えのき合唱団
「花」「旅愁」等、耳なじんだ日本・世界の抒情歌を楽しく歌いま
せんか。丁寧な発声練習あり。男性・初心者歓迎。
①11月5日～平成26年2月18日の火曜日　14時～16時／
全8回　②35名（中高年）　③住吉町生涯学習館　レクホール

（住吉町13-3）　④全8,000円　⑤10月29日（火）

抒情歌を歌う／抒情歌を歌う会 〈追〉

元気は自分でつくる。体力に自信のない方でもできます。31
の動作で整体効果と有酸素効果をもたらす健康体操です。
①10月2日～平成26年2月19日の水曜日　13時30分～15
時／全10回　②10名（40歳以上）　③戸山生涯学習館　和室

（戸山2-11-101）　④4回分2,000円　⑤9月29日（日）

健康体操 自彊術（じきょうじゅつ）／戸山自彊の会 〈追〉

古代日本は中国から大きな影響を受けました。遣隋使・遣唐使
の歴史によって日本がどのように変化したかを検討します。
①10月16日～平成26年2月19日の第3水曜日　13時～15
時／全5回　②30名（どなたでも）　③若松地域センター　第
一会議室（若松町12-6）　④全2,500円　⑤10月1日（火）

遣隋使・遣唐使の歴史／歴史に学ぶ会

ダブルダッチ体験コーナー
　高速で動く2本のナワをジャンプしよう!!
時間: ①10時～11時　②11時30分～12時30分
会場: 新宿スポーツセンター　5階多目的コート（大久保3-5-1）
対象・定員: ①小学校低学年　30名　②小学校高学年　30名

（ともに先着順）　
申込み: 10月2日（水）～9日（水）に、Eメールで富久小学校内
学童クラブ（  tomihisa-gakudok@roukyou.gr.jp）へ

 共通事項
▶いずれも区内在住・在勤・在学の方優先
▶ Eメールでの申込みは、希望種目（時間帯）、参加者全員の

氏名・年齢（学年）・住所・電話番号を明記してください

みんな集まれ！
ジャイアンツアカデミー in 新宿スポレク
　読売巨人軍OBたちが楽しく指導する野球教室。
時間: 10時～12時　
会場: 戸山多目的運動広場　B面（戸山3-2）
講師: 読売巨人軍選手OB、
ジャイアンツアカデミー認定コーチ　
※指導者は変更になる場合があります　
対象・定員: ①小学1・2年生と保護者のペア　
20組40名　②小学3・4年生の児童　40
名（ともに多数抽選）　
申込み: 10月4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 ジャイアンツアカデミー

校長　河埜和正さん

未経験者・初心者向け

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

見学自由！

レガスパーク掲載申込：財団Web 3

  

  

学 習

区民プロデュース事業

mailto:tomihisa-gakudok@roukyou.gr.jp
mailto:naokokato@posture.co.jp
http://blog.livedoor.jp/shinjuku_fa/
mailto:shinjuku_fa@yahoo.co.jp
mailto:shinjuku_fa@yahoo.co.jp
mailto:info@ekidsjapan.com
mailto:info@ekidsjapan.com
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
mailto:info@kuniburi.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577


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、施設課、経営課
〒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

Ｊ
Ｒ
新
宿
駅

西武
新宿駅

歌舞伎町
新宿区役所

スタジオ
アルタ

新宿西口駅 靖 国 通 り

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

ギャラリーオーガード

　太陽の周りをまわる7つの惑星と私たちの住む地球からなる「太陽系」のお話と、
美しいアンドロメダ姫のお話を投影します。
投影日: 9月22日（日）・28日（土）、10月1日（火・都民の日）・
12日（土）・14日（月・祝）・20日（日）・26日（土）、11月17日（日）・
23日（土・祝）　
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）　
※各回投影開始30分前開場　
対象・定員: どなたでも　150名（各回先着順）
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

文化・芸術・生涯学習  区民の文化祭

二代目新宿こども将棋王が決定!

日時: 10月20日（日）　10時～15時　会場: 茶道会館（高田馬場3-39-17）
対象: どなたでも　定員: 点

て ん

茶
ち ゃ

席3席と点
て ん

心
し ん

450名、明々軒200名
料金: 茶券1枚2,500円〔点茶席3席と点心（お弁当）付き〕、
　　　呈

て い

茶
ち ゃ

席券1枚300円（明々軒お茶席1席のみ）
協力: 区花道茶道協会　
申込み: 9月20日（金）からコズミックセンター窓口（9時～17時）で前売券
発売（売り切れ次第、終了します）

活動場所: ①③新宿文化センター（新宿6-14-1）
②区民ギャラリー（西新宿2-11-4　新宿中央
公園内エコギャラリー）　④コズミックセン
ター　
対象: 区内在住・在勤・在学の方　
定員: 各5名程度（多数抽選）
申込み: 10月4日（金）必着。往復はがきに記
載例（下段）のほか、参加希望イベント名（①
～④）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
※ はがきでの申し込みは、1通につき1件の

み有効　
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

新宿区生涯学習フェスティバル2013

展示中〜9月26日（木）まで
 新宿クリエイターズ・フェスタ2013
9月27日（金）〜10月24日（木）
 フィールドミュージアムみるっく作品展
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

　裏千家、表千家、表千家古竹流、煎茶道鳳園流の席
せき

主
しゅ

6人がお点
て

前
まえ

を
披露します。初心者の方も、お気軽にご参加いただけます。

　秋
あ き

麗
うらら

な一日、都会の喧
けん そう

騒を忘れて日本の古き良き文化に触れてみませんか?

臨時休館のお知らせ

サポーター随時募集 !

コズミックガーデニングクラブ

第2回 新宿区小学生将棋大会結果報告
　8月18日、区内
の将棋少年・少女
が熱い戦いを繰
り 広 げ、 四 谷 第
六小学校6年生・
鈴木康介くんが

《二代目 新宿こど
も将棋王》に輝きました! 
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

　ファッションショーと大道芸で新宿のまちがひとつに
なります!

　敷地内地盤調査のため、10月23日（水）〜30日（水）の間、臨時
休館します。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
問合せ: 学芸課　☎03-3359-2131

　コズミックセンターの玄関先で季節の花を育てています。
問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

「茶の湯の会」茶券前売開始

　新宿区生涯学習フェスティバルの「絵画
展」・「書の展」・「写真展」などの展示会
や、新宿文化センターで開催する「音楽・
コーラスのつどい」で活動していただける
方を大募集します!!
ボランティア活動日時: 　
①音楽・コーラスのつどい
                 10月19日（土）　10時～17時
②書の展　10月21日（月）　13時～18時
③絵画展　10月28日（月）　11時～17時
④写真展　10月30日（水）　13時～17時
※日程・時間はいずれも予定

イベント運営ボランティア募集

日時: 9月29日（日）　
        13時30分～14時20分（開場13時）
会場: 大久保スポーツプラザ　
         3階和室（大久保3-7-42）　
出演: 立川談修（立川流・真打）　
対象・定員: どなたでも　60名
料金: 600円　
※ 「落語in和室」通常公演の回数券を
　ご利用の際は、差額200円を現金
　でお支払いください
申込み: 不要。当日直接、会場へ
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

　祝・真打昇進! 立川談修師匠となって、
ますます磨きがかかった“話芸”は必聴です。
この機会に古典落語をじっくりお楽しみく
ださい。

落語 in 和室 四季寄席シリーズ “秋”落語 in 和室 四季寄席シリーズ “秋”

林芙美子記念館

　スポーツは、見て・聞いて・自ら感動を味わうものです。この講座でスポーツボランティアの
楽しみ方を知り、ぜひチャレンジしましょう!!
日時: 11月2日（土）　13時～15時　会場: コズミックセンター　3階大会議室　
講師: 宇佐美彰朗（日本スポーツボランティア・アソシエーション理事長・東海大学名誉教授）
　　　二宮雅也（日本スポーツボランティア・アソシエーション理事・文教大学専任講師）　
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: 50名（多数抽選）
申込み: 10月24日（木）必着。往復はがきに記載例（下段）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

パワーアップ講座
マラソンボランティアに

参加される方にもおススメ!!

スポーツボランティアの楽しみ方「太陽系の旅と秋の星空」一 般 公 開 秋 番 組

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

日時: 10月6日（日）　11時～16時15分　
　　   ※各会場により時間は異なります
会場: 新宿駅周辺　 
主催: 新宿区観光協会、新宿芸術天国実行委員会
共催: 大新宿区まつり実行委員会、新宿区
問合せ: 新宿芸術天国実行委員会事務局　☎03-3347-9099　
　　　　http://www.shinjukuku-kankou.jp/

▶新宿スタイル・コレクション 
新宿を代表する百貨店、大型商業施設や服飾関係の学
校が出展するファッションショーを開催! 新宿を象徴
する多様なスタイルとファッションを発信します。

▶新宿ヘブンアーティスト・フェスタ
さまざまなジャンルの大道芸人たちが披露するユー
モアあふれる演技から日本の伝統を伝える踊りま
で、バラエティあふれるパフォーマンスがご覧いた
だけます。

新宿芸術天国2013
ファッションとパフォーマンスの祭典!

新宿発! 
新宿のまちの総合案内

携帯電話用▶

新宿の最新
イベント情報は
『しんじゅくナビ』で!

立川談修

共催: 新宿区

みるっく

問合せ: 学習・スポーツ課  ☎03-3232-5121

9・10月の展示

年４回の
大好評寄席

QUOカードの
謝礼あり！

本日（9/20）から

『しんじゅくナビ』
イベント情報

コズミックセンター　15日（火） ／ 大久保スポーツプラザ　21日（月） ／ 新宿文化センター　8日（火） ／ 佐伯祐三アトリエ記念館・中村彝アトリエ記念館　7日（月）・15日（火）・21日（月）・28日（月） ／
林芙美子記念館　7日（月）・15日（火）・21日（月）・23日（水）～30日（水） ／ 新宿歴史博物館　15日（火）・28日（月） ／ 生涯学習館〈住吉町・西戸山〉  14日（月・祝）・〈三栄町・戸山・北新宿〉  28日（月） 

4 10月の休館日の
お 知 ら せ

学 習

お知らせ

▶初心者にも
　わかりやすかった
　　　 （30代・女性）
▶さすが真打！
　　　 （50代・男性）

お客様の声

おもな見どころ

熱い走りをパフォーマンスで盛り上げろ! 

“新宿人 on ステージ in 明治公園”
出演者大募集! 
　バンド、ダンス、コント、ジャグリングなど、
ジャンルは何でもOK。
日時: 平成26年1月26日（日）　
         9時30分～14時30分（予定）
会場: 明治公園特設ステージ（霞ヶ丘町）
対象・定員: どなたでも（ただし、区内在住・在
勤の方優先）　10組（多数抽選）
申込み: 10月21日（月）必着。所定の申込用紙

（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、必ずデモCDまたはDVDを
添えて、郵送で学習・スポーツ課（下段「記載例」
参照）へ
問合せ: 学習・スポーツ課　
　　　 ☎03-3232-5121

第12回 新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソン共催イベント

https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukul/reserve/gin_init
http://www.shinjukuku-kankou.jp/
http://shinjuku.mypl.net/shinjuku_navi/
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