
1夏休みはパイプオルガン体験でスタート！小学生対象「パイプオルガンはヒミツ基地！」7月23日(水)13:30～新宿文化センター　詳しくは新宿文化センターウェブサイト http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/ 
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各競技トップアスリートによる一日限りの“夢のクリニック”。

好きな種目にチャレンジしてみよう！

10:00～13:00
（受付9:20～）

日時：7月25日（金）～27日（日）　いずれも18:00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・在学の方とその家族　
※中学生以下は要保護者同伴
席種・料金：外野自由席　中学生以下無料、一般1,100円
※チケットは3日間共通券です。（期間中のいずれか1試合でご利用いただけます）
※ 雨天などにより試合中止の場合は7月30日（水）～8月12日（火）の間に、新宿コズミックセンター窓口に

て未使用チケットと引き換えに払い戻しいたします。（試合中止以外の理由による払い戻しはできません）
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1日(火)～27日(日)の間に、申込書(新宿コズミックセンター配布、新宿未来創造財団ウェ

ブサイトからダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、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・社員証・学生証など)を提示し、新宿コズミックセン
ター窓口で観戦チケットと引き換えまたは購入してください。
※ 受付時間9:00～19:00　休館日の7月14日(月）は9:00～16:30

中学生以下無料招待 & 区民優待観戦

日時： 7月25日（金）　
14:00集合～15:30終了予定

会場：明治神宮野球場
対象： 燃えろ！ナイター期間中、試合を観戦す

る区内在住・在学の小学生とその保護
者のペア25組（多数抽選）。

料金：無料
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3日（木）必着。往復はがきに記載例

（3面）のほか、学校名、学年、保護者
名を記入し、学習・スポーツ課へ。

障がいのある方にプロ野球を楽しんでいただ
く企画です。地元“明治神宮野球場”で東京ヤ
クルトスワローズを応援しよう！
日時： 7月25日（金）　18:00試合開始
会場：明治神宮野球場
対象： 区内在住・在勤・在学で障がいのある方

30名（多数抽選）
料金： 無料
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3日（木）必着。電話、または郵便

はがき（52円）、受信可能なＦＡＸがあ
る場合はFax 03-3209-1833へ記載
例（3面）のほか、車イス利用の有無を
記入し、学習・スポーツ課へ。

問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
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前園真聖 小野卓志 初瀬勇輔 加藤ゆか 木村敬一 上村美揮 藤沼亜衣 瀬川智広 Ⓒ日本ブラインド
サッカー協会

GTFキッズスポーツサミット
オリンピアン・パラリンピアンと

ふれ合える 一 日！

はじめに新宿コズミックセンターにて全体開会式を行います。
開会式終了後、サッカーとラグビー セブンズは送迎バスで落合中央公園野球場へ移動します。（保護者は各自移動・駐車場なし）
会場：新宿コズミックセンター、落合中央公園野球場（上落合1－2）

講師
① サッカー 前園真聖 アトランタオリンピック出場

② 柔道
小野卓志 北京オリンピック出場
初瀬勇輔 北京パラリンピック出場

③ 水泳
加藤ゆか 北京/ロンドンオリンピック出場
木村敬一 北京/ロンドンパラリンピック出場

④ 体操 上村美揮 北京オリンピック出場
⑤ 卓球 藤沼亜衣 シドニ―/アテネオリンピック出場
⑥ ラグビー セブンズ 瀬川智広 男子7人制日本代表ヘッドコーチ　
特
別
講
師

体操 塚原光男 メキシコ/ミュンヘン/モントリオールオリンピック出場
ロンドンオリンピック日本選手団総監督

ラグビー 薫田真広 ラグビー元日本代表、ワールドカップ2019戦略室室長

対象：小学4～6年生（区内在住・在学の方優先）
※サッカー、柔道、水泳（泳力25m以上）の3種目は、それぞれ経験のある方
※サッカーはサッカーボールを、柔道は道着・帯を用意できる方

定員：各種目30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：新宿区、公益財団法人新宿未来創造財団
協力： 日本赤十字社 東京血液センター、日本ブラインドサッカー協会、アゼリーグループ、 

ヒーローズエデュテイメント株式会社、Support Our Kids実行委員会
その他：※屋外種目のサッカーとラグビー セブンズは、雨天中止となる場合があります。

※当日は混雑緩和のため、一般の観覧はお断りする場合があります。
申込み： 6月30日（月）必着。往復はがきに記載例（3面）のほか、第1希望・第2希望種目（ともに①

～⑥のいずれか）、学校名、学年、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。

問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

燃えろ！ナイター2014
スワローズの本拠地を見学しよう！ 明治神宮野球場の風を体感しよう！

プロ野球
公式戦

横浜DeNAベイスターズ
VS東京ヤクルトスワローズ

東京ヤクルトスワローズ 
障がい者招待デー

明治神宮野球場
バックヤード
見学ツアー

無料無料

無料無料

無料無料
Ⓒ Tokyo Yakult Swallows

「短歌展」「俳句展」「川柳展」作品募集 !
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。優秀な作品には表彰もあります。
みなさんの個性あふれる作品をお待ちしています。
受賞作品の展示期間： 11月14日(金) ～12月7日(日)　9:00～21:30
展示会場：新宿コズミックセンター　
募集対象：①区内在住・在勤・在学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必ず記入してください。
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14 日（金）から新宿コズミックセンターで配布します。
申込み：9月12日（金）必着。所定の申込書、もしくは郵便はがき（52円）
または受信可能なFAXがある場合はFax 03-3209-1833へ、「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。

「絵画展」作品募集!
油彩画、水彩画、パステル画、日本画、水墨画、版画などの作品を募集します。
優秀な作品には表彰もあります。みなさんの作品で“新宿の秋”を彩ってみませんか!
展示期間：9月17日（水）～21日（日）　10:00～18:00（最終日は14:00まで）
展示会場：新宿文化センター　地下1階展示室（新宿6-14-1）
募集対象：区内在住・在勤・在学および、区内施設で活動しているアマチュアの方（専

門家をのぞく）1人1点。作
品サイズは20号（長辺72.7cm以内）まで。額縁または仮縁に入れて、
壁に展示できるよう紐を付けてください。※ガラス不可、アクリル可
その他：作品搬入：9月14日（日）の13:00～17:00に直接、新宿文化
センター 地下1階展示室へ　※作品の梱包材の預かりおよび車での
搬入も可能です。事前にご予約ください。
申込み：8月15日（金）必着。所定の申込書に記入のうえ、郵便はがき

（52円、住所・氏名を記入、うらは無地のまま）を添え、学習・スポー
ツ課へ。※受信可能なFAXがある場合はFax 03-3209-1833でも可。

※所定の申込書は新宿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、新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可
※新宿コズミックセンターおよび各生涯学習館でも受け付け可　 問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

新宿区生涯学習フェスティバル2014文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭 新宿区共催
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http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/


2 新宿未来創造財団ウェブサイト　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/　「レガス新宿」で検索

スポーツスポーツ

お知らせお知らせ

愛日小学校（北町26）

校庭の開放
休止について
現校舎解体および新築工事に伴い、7月19日
(土)以降、校庭の開放を休止します。ご迷惑を
お掛けしますが、よろしくお願いします。

旧四谷第三小学校（本塩町2）

体育館の開放 
終了について
四谷駅前地区第一種市街地再開発事業に基づ
き、10月31日（金）の利用をもって開放終了い
たします。これまで長きにわたりご利用いただ
きまして、誠にありがとうございました。

問合せ：子ども・地域課　Tel 03-3232-5122

区民総合体育大会新宿区水泳大会(一般・高校生・中学生）
日時：8月31日(日)　
会場：新宿スポーツセンター　1階プール(大久保3-5-1）
対象：【一般の部】区内在住・在勤・在学の平成26年4月1日現在18歳以上の方または新宿区水泳連

盟登録者　【高校生の部】区内在住・在学の高校生　【中学生の部】区内在住・在学の中学生
※区内中学生は、原則学校単位で申し込み。

種目： 1人2種目まで(リレーを除く)　※リレーのみのエントリー不可、一般・高校生のリレーは1団
体2チームまで。中学生のリレーは学校単位のみ。

料金：1種目200円(中学生は無料）　
主管：新宿区水泳連盟
申込み： 8月1日(金)必着。大会要項・所定の申込書(新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンター

で配布、新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）に必要事項を記入のうえ、参加
料を添えて新宿コズミックセンター窓口へ　※受付時間9:00～19:00、休館日の7月14日
(月)は9:00～16:30

※詳しくは新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンターで配布の大会要項をご覧ください

区分 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ バタ 
フライ

個人
メドレー

リレー
フリー メドレー

一般
男子

一　般 50m 100m 50m

100m

50m 50m

100m 200m 200m

30歳以上 50m 50m 50m 50m
40歳以上 25m 50m 50m 25m 25m
50歳以上 25m

50m
50m

25m 25m60歳以上 25m 25m
70歳以上 25m 25m

一般
女子

一　般 50m 50m 50m 50m

100m 100m 100m

30歳以上 50m 50m 50m 25m
40歳以上 25m 50m 25m 25m 25m
50歳以上 25m

50m
25m

25m 25m60歳以上 25m 25m
70歳以上 25m 25m

高校生男子・女子 50m 100m 50m 100m 50m 50m 100m 200m 200m

中学生男子・女子 25m 100m 25m 100m 50m 50 m 100m 200m 200m50m 200m 50m 100m

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

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2014」出展（出店）団体・個人を募集！
あなたが活動するスポーツやレクリエーションをPRしませんか ! 体験ブースでの出展(出店）団体・個人出展(出店）を募
集しています。共同出展（出店）も可です。体育の日をみんなで盛り上げましょう !
日時：10月13日（月祝）　10:00～15:30　
会場：新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンター、都立戸山公園ほか
対象：スポーツやレクリエーション活動に意欲のある団体・個人。
※応募多数の場合は、実行委員会にて調整のうえ出展（出店）団体・個人
を決定します。ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
主催：新宿スポレク2014実行委員会、公益財団法人新宿未来創造財団
共催：新宿区
申込み：7月24日(木)必着。所定の申込書（新宿コズミッ
クセンターで配布、新宿未来創造財団ウェブサイトから
ダウンロード可）に必要事項を記入し、新宿コズミックセ
ンター窓口(9:00～19:00、休館日の7月14日（月）は
9:00～16:30）または、Ｆax 03-3209-1833へ。
参加説明会：6月26日（木）19:00～　新宿コズミックセン
ター　3階大会議室　事前に学習・スポーツ課まで電話
で申し込みください。
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

対象：どなたでも　定員なし　持ち物・服装：手が自由になるように、また運動しやすい服装（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

③レガス健康ウォーキング
夏休みのファミリーウォーク 約6ｋｍ 
同時開催「ゆる体操講習」
日時：7月26日（土）　受付8:40～9:00　(解散正午予定）

●コース／新宿コズミックセンター（スタート）→箱根山 →
戸山公園 →穴八幡宮 →子育地蔵 →新宿リサイクル活動セ
ンター →大久保スポーツプラザ（ゴール）、続けて同所にて

“ゆる体操”を実施　講師：小松美冬

集合： 新宿コズミックセンター（最寄駅：副都心線「西早稲田駅」
／ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」）

解散： 大久保スポーツプラザ（最寄駅：ＪＲ山手線・西武新宿線・東
京メトロ東西線「高田馬場駅」）　

料金：400円（中学生以下：無料）※小学生以下は要保護者同伴
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　Tel 03-3232-5121

①NPO法人新宿区ウオーキング協会　第113回例会
いい汗流してビールで乾杯！ 
モリシア前広場～サッポロビール千葉工場 約12ｋｍ
日時：7月5日（土）　受付8:40～9:00　(解散正午予定）

●コース／モリシア前広場（スタート）→京成谷津駅 →谷津
干潟公園 →新習志野駅（一次解散、約10km） →サッポロ
ビール千葉工場（約12km）（ゴール）
※ ビール工場見学を希望されない方は新習志野駅にて解散

となります

集合： モリシア前広場（最寄駅：JR総武線「津田沼駅」南口下
車、徒歩5分）

解散： サッポロビール千葉工場（最寄駅：JR京葉線「新習志野駅」)
料金： 400円（ビール工場の見学・試飲料は別途500円）
主催・問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会　
　　　　　　  Tel 090-3217-4109

②レガス健康ウォーキング
都電荒川線に沿って　その１ 
甘泉園公園から飛鳥山公園へ 約8ｋｍ
日時：7月16日（水）　受付8:40～9:00　(解散正午予定）

●コース／甘泉園公園（スタート）→面影橋 →高戸橋 →学習
院下 →千登世橋 →鬼子母神前 →大鳥神社 →雑司が谷霊
園 →東池袋四丁目 →向原 →大塚台公園 →大塚駅前 →巣
鴨新田 →庚申塚 →新庚申塚 →西ヶ原四丁目 →滝野川一
丁目 →飛鳥山 →王子駅前 →飛鳥山公園（ゴール）

集合： 甘泉園公園（最寄駅：都電荒川線・東京メトロ東西線「早
稲田駅」)

解散： 飛鳥山公園（最寄駅：都電荒川線「飛鳥山駅」／ＪＲ京浜東
北線・東京メトロ南北線「王子駅」）　

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　Tel 03-3232-5121

参加者・
チーム募集！

6月〜9月の期間、以下の日程はより多くの方にご利用いただくため
お一人1回につき最長2時間までの利用となります。
※今年の8月も8時からの早朝営業を実施します。
時間：9:00～21:45　料金：大人400円　中学生以下100円

日程 個人利用可能コース
２５ｍプール 幼児プール

6月 毎週土日（22日は11時まで全面貸切） 4コース以上開放 貸切有

7月 毎週土日と祝日（13日は11時まで全面貸切） 全コース開放 開放
（22日は14時まで全面貸切）23日以降の毎日 全コース開放（木曜日を除く） 開放

8月 毎日8時から(11日休館日を除く) 全コース開放（木曜日を除く） 開放

9月 23日までの土日と祝日 全コース開放 開放
27日・28日（28日は11時まで全面貸切） 4コース以上開放 貸切有

上記以外にも個人で利用可能な日程もあります。
詳しくは新宿コズミックセンターで配布のコース予定表、または新宿未来創造財団ウェブサイトをお確か
めください。　問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンタープール

夏期利用時間のお知らせ

農業体験を通じた地元の方々との交流や、
ストリートダンスが繰り広げられる「伊那まつり」など、
伊那の魅力をまるごと体感！
日にち：8月1日（金）～3日（日）　
時間：集合：8月1日　7:30集合予定

解散：8月3日　18:00解散予定
どちらも新宿コズミックセンター

宿泊：入野谷（伊那市長谷市野瀬405-1）
料金：大人16,000円 子ども(小学生以下）12,000円

未就学児3,000円(未就学児は要保護者同伴)
申込み： 7月9日(水)必着。FAX、新宿未来創造財団ウェブサイト、 

Eメールにて、記載例（3面）のとおり記入し、新宿文化センターへ。 
※家族･グループなどで応募される場合は、申し込まれる方 
全員分の情報を記入してください。

問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839
bunka@regasu-shinjuku.or.jp

※詳しくは新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください。

Web

夏休み短期
アルバイト募集！

新宿コズミックセンター (大久保3-1-2)
①プール監視員　
期間：7月～9月の土日祝日　

※7月26日～8月は平日も　
時間：7:30～22:00の間のシフト制　
資格：救命救急法の心得のある方
②プール受付　
期間：7月～9月の土日祝日　

※7月26日～8月は平日も　
時間：10:00～17:30の間のシフト制

時給：①940円　②900円　市販の履歴書
に記入のうえ、新宿コズミックセンターまで

（先着順）。最初に面接および、現場見学が
あります。
問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

2泊3日 信州伊那市交流体験

mailto:bunka@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
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レガスパークレガスパーク広告スペース お問い合わせは直接各ご連絡先まで

Joy Music Salon ☎08068832754
みるみるうちに良い声になってきた!と100%
実感して頂けるヴォイストレーニング教室。
高齢の方にも大人気! 目白駅徒歩7分
フラメンコの独特なリズムで体も脳も活性化
シニアクラスあり！体験無料！初心者歓迎！
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka
内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
幼児～大人　初心者歓迎　レベル別に丁寧な
指導♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分
歌個人指導(超苦手～ )生徒募集！ 健康に◎
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

NHK講師他の英会話/仏/西/露/伊/TOEICクラス
50～70代クラス/小中高クラス1回￥1620～
新宿/西早稲田/池袋教室 03(3984)1180 WING
新宿御苑前ジャズギター教室070-6697-0013 
シンプルにして奥深いジャズの魅力を丁寧に
ナジャ・ミュージック【講師：宮本政志】
ワセダクラブ合気道教室　会員募集！ 
毎火曜日（シニア、女性等）10時半～12時
毎木曜日（高校生以上）19時～20時半 
稽古場所：早稲田大学体育館内合気道場
月会費：一般5,000円、学生3,000円
連絡先：ワセダクラブ事務局　03-3301-5930
真剣な婚活を応援！
誠実で家庭的な新宿の相談所です。
結婚相談所「家族くらぶ」0120-953-326

学  習学  習

記載例

※�在学・在勤の場合は、名称・所在地
をご記入ください。
※�4月1日から、往復はがきは
104円になりました。

往信（表） 返信（裏）

申
込
先
名

申
込
先
所
在
地

記入しない

52
円

返信（表） 往信（裏）

申
込
者
氏
名

申
込
者
住
所

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

52
円

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
新宿歴史博物館
〒160-0008�
　新宿区三栄町22
新宿文化センター
〒160-0022�
　新宿区新宿6-14-1

広
告
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
各
ご
連
絡
先
ま
で
。

レガスパークレガスパーク広告掲載申込：財団Web広告掲載申込：財団Web

「音楽・コーラスのつどい」出演団体募集 !
仲間と日ごろ練習している成果を披露してみませんか。さまざまな音楽仲間と交流もできます。
聴いて・歌って・演奏して、刺激のある「音楽の秋」を過ごしましょう！
日時：10 月18日（土）　13:00～17:00（予定）　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：30団体程度（多数抽選）　協力：新宿区合唱連盟　その他：出
演決定団体は、事前打ち合わせ会（8月6日（水）・9月17日（水）の2回開催予定）への参加が必要です。参加できない場合は、
出演を取り消す場合があります。申込み：7月18日（金）必着。所定の申込書（新宿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、新宿未来創造財団ウェブサイト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 03-
3209-1833で学習・スポーツ課へ。新宿コズミックセンターおよび各生涯学習館でも受け付けます。
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

生涯学習活動に活かしたい方はもちろん、テーマに興味のある方ならどなたでも参加できます。
No. 日時 テーマ 内容 講師

①
7月29日
（火）
19:00

～21:00

「健康な身体づくり＆表現力を
アップする講座」（二部構成）
第一部：健康体操を通じて、身
体の動かし方を知る
第二部：パントマイムの表現力
を、見る、知る、やってみる

身体や声の使い
方 の 基 礎 を 学
び、表現力を身
につけましょう。

中村ゆうじ
俳優・パント
マイマー・新
宿区人材バン
ク登録者

②
7月31日
（木）
19:00

～21:00

「障がいがあってもなくても、そ
れぞれのかたちでスポーツを楽
しもう！ 」

障がいのある方に関わるボラン
ティア活動について、知的障が
いのある人たちに様々なトレーニ
ングとその成果発表の場を提供
している「スペシャルオリンピック
ス日本」の活動からお話しします。

園部さやか
（公財）スペ
シャルオリン
ピックス日本

会場：新宿コズミックセンター　①地下1階　多目的広場　②3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：①40名②30名（①②ともに多数抽選）　
申込み： 7月15日(火)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFax 03-3209-1833

へ記載例（下段）のほか、人材バンク登録の有無を記入し、学習･スポーツ課へ。
※1講座ごとに1枚のお申込みが必要です

ネットの安全利用とホームページ作成（ＨＴＭＬ使用） 
～特定非営利活動法人テラ・ガーデン新宿
ホームページを作って学ぶインターネットの知識と安全対策
日時： 8月5日（火）～8日（金）の4日間　16:00～18:00　対象：小学校高学年～中学生　15名　
会場：テラ・ガーデン新宿(百人町3-1-6)　料金：2,500円（教材費込み）　
申込み： 7月26日（土）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFax 03-3209-

1833へ記載例（下段）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。

だれでもわかる経済・金融講座
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室　講師：NPO法人エイプロシス　
定員：各回６０名（先着順）　料金：無料　
申込み： エイプロシス東京ウェブサイト内「初心者向け無料証券セミナー」のページ　http://www.

aprosis.com/、またはFax 03-3667-8464か　Tel 03-3667-8183で、希望講座番号（⑨
～⑫）、氏名、住所、電話番号を、エイプロシス東京本部へ。

新宿力パワーアップ講座
～あなたの才能を見つけませんか～

Web

Web

Web

⑨
7月5日
（土）

AM 10：00～12：00 証券基礎講座①
株式投資の魅力とリスク、個人投資家の実情

⑩ PM 13：00～15：00 証券基礎講座②
株価の変動要因

⑪
7月19日
（土）

AM 10：00～12：00 証券基礎講座③
会社情報誌の読み方　

⑫ PM 13：00～15：00 証券基礎講座④
株価チャートの利用法　

無料無料無料無料 7月講座

展示中～6月26日(木）まで　猫沢八郎　独想画展
6月27日(金) ～7月24日(木）　デイサービスハミッツ「楽筆展」
展示場所：ギャラリーオーガード“みるっく”（歌舞伎町1-30）
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

Ｊ

駅
宿
新
Ｒ

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 り
通
治
明

新宿
三丁目駅

みるっく
ギャラリーオーガード

6月 7月 の展示

Web マークの付いた講座は、インターネットから申し込み可

区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業

区民プロデュース支援事業とは、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。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。

夏休みに新しいことを始めたり、体験してみませんか！

お知らせお知らせ

日本将棋連盟のプロ棋士と一緒に！
小学校放課後子どもひろば

将棋ボランティア募集
月に1度放課後子どもひろばで開催される将棋教室の
サポート、または都合の良い時間に子どもと将棋を楽
しんでいただきます。
日時：7月1日（火）～平成27年3月31日（火）の小学校放課後ご都合の良いお
時間　活動場所：新宿区立小学校　対象：将棋の指導に関心のある方ならど
なたでも　その他：ボランティア登録にあたり、最初に説明と簡単な面接があり
ます。詳しくは下記までお問い合せください。
問合せ：子ども・地域課　Tel 03-3232-5122

問合せ 学習・スポーツ課
　Tel 03-3232-5121

新宿区生涯学習フェスティバル2014文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭

夏休みコズミック特別講座「わかりやすい　宇宙と星空のふしぎ」
国立天文台の先生が、宇宙と星空についてわかりやすく解説します！　
夏休みの自由研究のヒントにいかがですか。
日時：7月28日(月)　14:00～（講演時間約80分　13:30開場）
講師：縣秀彦（国立天文台天文情報センター准教授）
対象：小学4年生～高校生　140名（要事前申込み・先着順）　
参加料：500円(当日支払)
申込み：電話または郵便はがき（52円）、受信可能なFAXがある場合はＦax 03-3209-1833へ記
載例（下段）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。※電話申込み9:00～17:00

子ども向け

新宿区共催

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

障がいがある方のための

“わくわくプラネタリウム”
（字幕付き）

どなたでも気兼ねすることなくプラネタリ
ウムをお楽しみいただけます。上映途中の
入退場や、声や音を出しても大丈夫です。
お気軽にご参加ください
日時：7月5日（土）　10:30上映開始

（10:00開場）
料金： 100円（中学生以下および付き添い

の方は無料）　定員：70名（先着順）
協力：新宿字幕サークル「バックコート＠」
申込み：電話または郵便はがき（52円）、受
信可能なFAXがある場合はＦax 03-3209-
1833、新宿コズミックセンター1階窓口で、
記載例（下段）のほか、「障がいの種類」「車
いす使用の有無」「付き添いの有無とその
人数」を記入し、学習・スポーツ課へ。

夏番組

「暦の話と夏の星空」
星・月・太陽の動きを計算してつくられた「暦」
についてのお話と、夏の星座の中から「こと座」
のお話を投影します。
投影日： 6月22日（日）・28日（土）、7月12日

（土）・19日（土）・20日（日）・26日（土）・
27日（日）、8月1日（金）・2日（土）・3日

（日）・7日（木）・8日（金）・9日（土）・
10日（日）・14日（木）・15日（金）・16
日（土）・17日（日）・23日（土）

時間： 1回目10:30～　2回目13:30～　
　　  3回目14:50～（投影時間は各約50分）
※開場は各回投影開始の30分前
定員：150名（全席自由・先着順)
料金：300円(中学生以下無料)
購入： 観覧券は開始30分前から会場受付で販

売。※途中入退場不可

新宿コズミックセンター

http://www.aprosis.com/
https://ssl.regasu-shinjuku.or.jp/?p=1825
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
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（（7月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター　14日（月）／大久保スポーツプラザ　22日（火）／新宿歴史博物館　14日（月）･28日（月）／生涯学習館〈赤城･住吉･西戸山〉　14日（月）〈戸山･北新宿〉　28日（月）／�新宿文化センター　8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　7日（月）･14日（月）･22日（火）･28日（月）

　　  なぎなた初心者教室
日時：7月30日(水)13:15～15:00、8月2日(土)9:45～11:30、6日(水)13:15～15:00、

9日(土)9:45～11:30　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：区内在住・在学の小中学生　20名（多数抽選）
その他：�なぎなたの貸し出しあり、動きやすい服装(スカート

不可)をご用意ください
申込み：�7月15日(火)必着。往復はがきに記載例(3面)のとお

り記入し、問合せ先へ。
問合せ：�新宿区なぎなた連盟　射

い
手
て
矢
や
　

〒169-0072　新宿区大久保1-3-8
Tel�03-3200-9912

Enjoy！体操教室
体操をとおして体を動かすことの楽しさを体験しましょう！
日時：7月25日（金）、26日（土）、27日（日）　会場：神宮外苑アイススケート場2階（霞ヶ丘町11-1）
対象：満2歳～小学6年生の男女(区内在住・在学の方優先、多数抽選)

主催：株式会社プラスワン教育　
申込み：�7月18日（金）必着。　Tel�0120-80-1759（10:00～20:00�日曜除く）またはFax 03-

3363-0633で、記載例（3面）のほか、希望日と希望クラスを記入し、トーマススクール事
務局へ。※申し込みは1名（1組）につき、3日間のうちの1クラスのみとなります。

初心者の方大歓迎
大会に参加して新宿子ども将棋王を目指そう！

新宿区小学生将棋大会2014
今年で3回目となる小学生将棋大会。予選・決勝トーナメント、交流戦を
行います。プロ棋士の指導も受けられます。
成績優秀者は表彰があります。
日時：8月10日(日)　10:00～16:00(9:30受付開始)

※昼食は各自でご用意ください。
会場：�新宿コズミックセンター　5階大・中研修室
対象：区内在住・在学の小学生

【高学年の部】小学4年生～6年生
【低学年の部】小学1年生～3年生

定員：各部50名（多数抽選）　
料金：500円　
協力：公益社団法人日本将棋連盟
申込み：�7月23日（水）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある

場合はFax03-3209-1833へ記載例（3面）のほか、学校名・
学年と将棋経験の有無、将棋の級・段がある場合は記入し、
学習・スポーツ課へ。

問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

LEDで輝くオリジナルムードライト ＆

戦うすもうロボットづくりに挑戦！
夏休みの自由研究に役立てちゃおう！
工学院大学の教室で、作って遊べる科学の工作に挑戦しよう。
工作のあとは、NHK大学ロボコンに出場したロボットの操縦体験ができるよ！

対象 内容 日時
小学1･2年生
(要保護者同伴)

LEDで輝く
オリジナルムードライト

A 7月30日(水) 9:30～11:30
B 7月31日(木) 9:30～11:30

小学3～6年生 戦うすもうロボットづくり
に挑戦

A 7月30日(水) 13:00～15:00
B 7月31日(木) 13:00～15:00

※A・B同内容。参加希望日(どちらでも可の場合は、第1希望・第2希望)をお知らせください。

会場：工学院大学　新宿キャンパス(西新宿1-24-2)
定員：�各回30名(多数抽選、区内在住・在学の方優先)
料金：各コース700円(材料費込)
協力：学校法人工学院大学　科学教育センター
申込み：�7月17日(木)必着。往復はがきまたは受

信可能なFaxがある場合は、Fax03-
3209-1833へ、記載例のほか参加希望
日(第1希望･第2希望)、学校名、学年、
保護者氏名(同伴の場合)、緊急連絡先を
記入し、子ども･地域課へ。

問合せ：子ども・地域課　Tel�03-3232-5122

小学生陸上教室 夏季
9月23日（火祝）に味の素スタジアム・西競技場で行われる新宿区陸上競技大会・小学生の部出場
を目標に、楽しく練習します。オリンピック3大会連続出場の経験を持つ“伝説のランナー・宇佐美
彰朗さん”が基礎からわかりやすく指導 !（大会への参加は自由です）
内容：短距離・幅跳び・投てき
日時：7月15日～9月30日の毎週火曜日　全10回　

16:30～17:45（ただし8月12日と9月23日を除く）
会場：旧四谷第三小学校　体育館（本塩町2）
講師：宇佐美彰朗（東海大学名誉教授）
対象：区内在住・在学の小学1～6年生　30名（多数抽選）
料金：全10回2,000円　協力：新宿レガス陸上クラブ
申込み：�7月3日（木）必着。往復はがきまたは受信可能なFAX

がある場合はFax 03-3209-1833へ記載例（3面）の
ほか、学校名・学年を記入し、学習・スポーツ課へ。

問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121
※陸上競技大会については、7月20日号でお知らせします。

ダンス系　レガスポ！スタイル　第2弾！

初めてのＨIP HOP
今流行のダンスリズムに乗って、踊る楽しさに目覚めてみませんか ! 　基本のリズムを覚えながら、
簡単な振付けを曲に合わせて踊ってみましょう。HIP HOP初心者、親子参加大歓迎！踊りながらしっ
かり汗をかいてスッキリ過ごしましょう。
日時：8月2日～9月27日の毎週土曜日　全8回　10:40～11:30（8月16日を除く）
会場：新宿コズミックセンター　2階多目的室
講師：セルツァー正美（火・木曜通年レガスポ！講師）　対象：中学生以上(性別は問いません）
定員：30名　※最少催行20名（区内在住・在勤・在学の方優先、多数抽選）
料金：全3,200円（欠席時の返金なし)
申込み：�7月11日(金）必着。往復はがきに記載例(3面)のほか、区内在勤・在学�

の場合は勤務先・通学先名称・所在地も記入し、学習・スポーツ課へ。
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

子ども子ども

ちゃんと知りたい、日本の文化
キッズ伝統芸能体験　お箏

こ と

コース
伝統芸能に初めて触れる子ども向けの、約半年の本格的な「和のお稽古」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。
日程：�9月28日（日）～平成27年3月27日（金）　

リハーサル・発表会含めて全18回
（中高校生・修了生クラスは12月から全12回）
稽古：月2～3回の原則日曜　リハーサル・発表
会：3月下旬に各1回。

時間：クラス別。午前または午後の1時間程度
会場：新宿文化センター　和会議室
対象：�小学生～高校生　※今年度は、中高校生クラス

と修了生クラスを新設しました。
定員：小学生～高校生　68名（1クラス6～14名程度）※多数抽選
料金：10,000円（開講式・リハーサル・発表会含む）　※箏爪料・教材費などは別途
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
申込み：��7月15日（火）必着（多数抽選）。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。 ま た は ウ ェ ブ サ イト（http://www.
geidankyo.or.jp/kids-dento/）から申し込み。

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　Tel 
03-5909-3060（ 平日10:00～18:00）�Fax�03-
5909-3061� wageiko@geidankyo.or.jp

無料無料

無料無料

Web

Web

Web

Web

Web

中学生
から

大人まで
OK

からだ うごかす たのしい

親子おこづかい講座
正しい金銭感覚は子どもの時に身につけたいもの。お
こづかいの遣い方や買い物ゲームで親子で楽しく学び
ましょう。
日時：8月4日(月)　10:00～11:30
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：�子どもにかけるお金を考える会
対象：�区内在住･在学の小学1～3年生とその保護者

16組(多数抽選)
申込み：�7月15日（火）必着。往復はがきまたは受信可

能なFAXがある場合は�Fax 03-3209-1833
へ記載例（3面）のほか学年を記入し、学習・ス
ポーツ課へ。

問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

消 費 者 講 座 無料無料

新宿消費生活センター委託講座

10

お試し体験･見学会
を開催します
日程：7月5日(土)･6日(日)
会場：芸能花伝舎(西新宿6-12-30)
詳細および申込みは[芸団協]ウェブ
サイトまで。※要事前申込み

時間 クラス 対象年齢 定員 内容
10:00
～10:50 親子クラス 満2～3歳

と保護者 15組 サーキット（鉄棒・前転・平均台など）
エアトランポリン（ダッシュ・ジャンプなど）

11:10
～12:00 キッズ�Ⅱ 年中～小2 15名

鉄棒（前まわり・逆上がりなど）
マット（前転・後転・側転など）
エアトランポリン（ダッシュ・ジャンプなど）

13:00
～13:50 キッズ�Ⅰ 年少～年中 15名

鉄棒（前まわり・逆上がりなど)
マット（前転・後転・側転など）
エアトランポリン（ダッシュ・ジャンプなど）

14:10
～15:00 キッズ�Ⅱ 年中～小2 15名

鉄棒（前まわり・逆上がりなど）
マット（前転・後転・側転など）
エアトランポリン（ダッシュ・ジャンプなど）

15:20
～16:10 ジュニア 小1～小6 15名

鉄棒（逆上がり・空中逆上がりなど）
マット（前転・後転・側転など）
エアトランポリン（ダッシュ・ジャンプなど）

無料無料

Web

工作をとおして科学の“フシギ”を体験！  ★ 子ども未来講座 ★
新宿区陸上競技大会
出場を目指す！

小中学生
限定

講師：宇佐美彰朗

昨年度の陸上競技大会
の様子

SHOちゃん

http://www.geidankyo.or.jp/kids-dento/
mailto:wageiko@geidankyo.or.jp
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