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広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。
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7月20日号

新宿区民総合体育大会
秋開催の11種目参加募集 2面

いけ花と茶の湯の体験教室 3面

生涯学習フェスティバル
手工芸・書道ほか、作品募集 4面
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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　Tel 03-3232-7701（代表）
平成26年7月20日 第85号　次号は8月5日発行です。
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夏休みもひろばで楽しく過ごそう！！
小学校放課後子どもひろば
夏休みの 
ごあんない

夏休み期間は、全校10:00から利用できます。
お昼には、活動室内でお弁当を食べることもで
きます。
子どもたちは、大人のスタッフの見守りのなか、
夏休みの宿題や外あそびなど、自由にすごして
います。

年間登録：�初回登録時には保護者の方に申込書
を記入していただきます。
　年間登録料200円(全校共通)

※�登録料200円で、区立小学校どこでも複数利
用できます。詳しくは下記へ。

問合せ：子ども･地域課　Tel 03-3232-5122

日程
個人利用可能コース

２５ｍプール 幼児プール

7月
毎週土日･祝日 全コース開放 開放
22日(火)14:00まで全面貸切 全コース開放 開放
23日(水)以降毎日 全コース開放(木曜日を除く) 開放

8月 毎日8:00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･祝日 全コース開放 開放
27日(土) 4コース以上開放 貸切あり
28日(日)11:00まで全面貸切 4コース以上開放 貸切あり

親子向け星空イベント
星空おはなしまつり
お子さまから大人まで、一緒に大きな声で笑ったり、歌っ
たりできる楽しいイベントです！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♪
日時：8月24日（日）　14:00開演（13:30開場）
定員：140名（先着順）　料金：無料　申込み：当日
13:00から8階にて整理券配布（なくなり次第終了）

無料無料

問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

夏休みは

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：�7月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（各回先着順・全席自由)
料金：300円(中学生以下無料)
購入：�観覧券は投影開始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

センターへ！

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

あがた
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（3面）
のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。
※電話申込み9:00〜17:00

今年も8月のプールは通常より1時間早い、朝8:00
から利用できます。
朝の時間を有効活用して、一日を元気よくスタート
させましょう！
日時：8月の毎日（11日休館日を除く）
25mプール…全コース開放（木曜日を除く）
幼児プール…開放

多くの方にご利用いただくため、7月～9月の以下の日程は
お一人1回につき最長2時間までの利用となります。
時間：9:00〜21:45（7月・9月）　8:00〜21:45（8月）　
料金：大人400円　中学生以下100円

プラネタリウム星空ストーリー
アクターズハイ～ Starlight Tour inプラネタリウム
星空とサウンドストーリーの融合！オリジナルアニメキャラクターによる星空解説あり。
日時：�8月30日（土）　（1回目）13:00開演（12:00開場）　

　　　　　　（2回目）18:00開演(17:00開場)　※同内容
定員：140名（先着順・未就学児入場不可）
料金：全席自由　1,500円
購入：【区内在住･在勤の方】7月22日(火)9:00〜電話予約開始　Tel03-
3232-5121。電話予約は1回の電話で2枚まで可能。チケットは電話予約
後1週間以内に新宿コズミックセンター窓口にて引き換え。チケット引き換
え時に要証明書(運転免許証･健康保険証･社員証)提示。電話予約･引き換
え時間9:00〜17:00。【区外の方】7月24日(木) 〜「アクターズハイ」ウェ
ブサイト(http://actorshigh.com/)にて抽選受付開始。

問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

夏のプールは朝8：00から!
新宿コズミックセンター

朝プールはじめます！

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

左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
でお確かめください。

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://actorshigh.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
mailto:chikyuhiroba@jica.go.jp
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夏の疲れをリセットし、しなやかに動いてみませんか！強度がや
や高めの動きも紹介します。心と体をリフレッシュして、翌朝の
爽やかな目覚めと活力を！
日時：9月3日（水）・10日（水）・17日（水）・24日（水）全4回

20:10～21:10
会場：新宿コズミックセンター　地下1階多目的広場 　
講師：今田智子（水曜通年レガスポ！講師）

対象：高校生以上　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1,600円（欠席時の返金なし)　
申込み： 8月14日(木）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・通学先名称と所在
地も記入し、学習・スポーツ課へ。

 陸上競技　日にち：9月23日（火祝）　会場：味の素スタジアム西競技場(調布市西町376-3)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※今年度より会場を変更します。

区分 トラック フィールド リレー 対象

① 小学生の部 1～3年生男女別 50m 走幅跳 区内在住・在学の小学生4～6年生男女別 100m

② 中学生の部 男女別
※学年別種目もあり

100m
800m
1500m
3000m

走幅跳
走高跳
砲丸投

4×100m
リレー

区内在住・在学の中学生
※学校単位、もしくは個人で申込み

③ 一般の部
男女別

※5000mのみ40歳
　以上の部門もあり

100m
400m
1500m
5000m

走幅跳
走高跳
砲丸投

4×100m
リレー

区内在住・在勤・在学の 15歳以上 (平
成 26年 4月1日現在 )、もしくは新宿
区陸上競技協会登録者

※小学生・中学生は一人 1種目（中学生はリレーを除く）、一般は一人 2種目まで (リレーを除く)
参加料： 小学生…200円(ナンバーカード・プログラム代)　中学生…個人参加の場合200円（ナンバー

カード・プログラム代）　一般…200円（ナンバーカード・プログラム代）＋1種目200円
申込み：8月31日(日)必着　主管：新宿区陸上競技協会

申込み： 各競技所定の申込書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へ。
受付時間　9:00～19:00　
休館日の8月11日(月)、9月8日(月)は9:00～16:30

※ ラグビーフットボール、クレー射撃、剣道、ゴルフは
　申込み先が異なります。
※ 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
(大久保3-5-1)で配布の各競技要項・申込書をご覧くださ
い。新宿未来創造財団ウェブサイトからもダウンロード可。

バレーボール
6人制一般
10月19日(日)

男子 32チーム
女子 20チーム

9人制一般
9月15日(月祝)

男子 16チーム
女子 12チーム

家庭婦人 
9月13日(土)･14日(日)･20日(土) 62チーム

会場：新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）　2階大・小体育室
参加資格：区内在住・在勤の平成26年4月1日現在15歳以上の
方で構成されたチームまたは新宿区バレーボール連盟登録チー
ム。
参加料：2,000円/チーム　
申込み：8月1日（金）～12日（火）　※先着順　
代表者会議：9月4日（木）19:00～家庭婦人、19:30～一般男女
ともに新宿コズミックセンター　※出席必須
主管：新宿区バレーボール連盟

バスケットボール 
日にち：9月13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日）　
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
参加資格：区内在住・在勤の平成26年4月1日現在15歳以上の
方で構成されたチーム(男女別) 男女合わせて56チーム　
参加料：2,000円/チーム　※代表者会議で集金　
申込み：8月11日（月）～19日（火）　※先着順　
代表者会議：8月27日（水）19:30～　新宿コズミックセンター　
※出席必須　主管：新宿区バスケットボール連盟

硬式庭球
日にち：9月7日(日)　予備日9月21日(日)　
会場：【男子】大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）【女子】甘
泉園公園庭球場（西早稲田3-5）　
参加資格：区内在住・在勤の平成26年4月1日現在15歳以上の
方または新宿区硬式庭球連盟登録者で構成されたダブルスペア
男女各30チーム　
参加料：400円/ペア　※当日未使用ボール１缶を持参のこと　
申込み：7月20日（日）～8月10日（日）　※先着順　※必ず連絡
責任者連絡先を記載のこと　主管：新宿区硬式庭球連盟

ソフトボール 
日にち：9月14日（日）・28日（日）、10月5日（日）・26日（日）、
11月9日（日）・16日（日）　
会場：落合中央公園野球場（上落合1-2)　
参加資格：区内在住・在勤の平成26年4月1日現在18歳以上の
方で構成されたチームまたは新宿区ソフトボール連盟登録チー
ム　男子15チーム、女子8チーム、混合6チーム　
参加料：2,000円/チーム　※別途連盟経費3,000円は代表者
会議で集金　申込み：8月5日（火）～25日（月）　※先着順　
代表者会議：8月30日（土）12:20～　新宿コズミックセンター　
※出席必須　主管：新宿区ソフトボール連盟

クレー射撃
日にち：9月14日（日）　
会場：ぐんまジャイアント総合射撃場（群馬県富岡市桑原604）　
参加資格：銃砲所持許可証および火薬等類譲受許可証を持つ区内
在住・在勤の20歳以上の方または新宿区クレー射撃連盟登録者
参加料：200円/名（別途連盟経費8,800円）　※大会当日集金
申込み：7月20日（日）～9月7日（日）までに、新宿区クレー射撃
連盟 ＭＩトレード明治銃砲店　渡辺あて電話　Tel 03-5656-
5331、もしくは大会当日（9月14日（日）8:30)までに直接会場に
て。主管：新宿区クレー射撃連盟

ラグビーフットボール
日にち：9月7日～12月14日の日曜日　
会場：秋ヶ瀬公園グランド（埼玉県さいたま市桜区大字栄和）ほか
※日程および会場詳細は代表者会議などでお知らせします。　
参加資格：区内在住・在勤・在学の平成26年4月1日現在15歳
以上の男性で構成されたチームまたは新宿区ラグビーフット
ボール協会登録チーム16チーム　
参加料：2,000円/チーム（別途連盟経費8,000円）　
申込み：8月1日（金）～8日（金）までに、新宿区ラグビーフットボー
ル協会原あて郵送（〒173-0037 板橋区小茂根1-21-10）、もし
くはＥメール（ hiro1960@mvi.biglobe.ne.jp）にて。
代表者会議：別途お知らせします。 
主管：新宿区ラグビーフットボール協会

レスリング
日にち：9月21日（日）

小学生の部 レスリング 区内在住･在学の小学生または新宿
区レスリング協会登録道場所属者サンボ

一般の部 レスリング 区内在住･在勤の15歳以上(平成26
年4月1日現在)または新宿区レスリ
ング協会登録道場所属者

一般・
新人の部 サンボ

会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室　
参加料：一般200円/名、小学生無料　（別途連盟経費　一般
1,000円、小学生500円　※大会当日集金）
申込み：7月28日（月）～9月5日（金）に、新宿コズミックセンター
窓口まで持参、もしくは新宿区レスリング協会あてEメール(
info@mca.jp)にて。　
主管：新宿区レスリング協会

ゴルフ
日にち：9月3日（水）　
会場：宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県
笠間市南小泉1340）
参加資格：区内在住・在勤・在学の平成26年4月1日現在15歳
以上の方または新宿区ゴルフ連盟会員　80名　
参加料：200円/名（別途プレー代など18,800円）※大会当日集金
申込み：7月22日（火）～8月29日（金）　※先着順　往復はがき
に氏名（ふりがな）、住所、年齢、電話・FAX番号、送迎バス利
用の有無（別途バス代3,000円）、区内在勤者は勤務先名・所在
地を記入のうえ、新宿区ゴルフ連盟事務局あて郵送（〒162-
0043 早稲田南町20公和ビル3階）、Tel 03-6302-1571 Fax 
03-6302-1572、Ｅメール（ sgr@dream.ocn.ne.jp）にて。
主管：新宿区ゴルフ連盟

剣道 
日にち：9月28日（日）
会場：新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）　2階大体育室　
参加資格：区内在住・在勤・在学の平成26年4月1日現在15歳
以上の方または新宿区剣道連盟登録者　

男子個人 高校の部・二段以下の部・三段の部・四段以上
の部(1部：40歳未満･2部40歳以上)

女子個人 高校の部・1部(30歳未満)・2部(30歳以上)
参加料：200円/名（別途連盟経費500円）　※大会当日集金
申込み：8月5日（火）～9月6日（土）の間の火・木・土18:00～
20:30に、新宿スポーツセンター第二武道場へ持参、もしくは
新宿区剣道連盟松本あて郵送（〒161-0034 上落合2-10-14)
またはFax 03-3398-4745にて。
主管：新宿区剣道連盟

ソフトテニス
日にち：【男子：一般・成年・シニア】8月30日（土）　予備日9月6日（土）

【女子：1部・2部・3部】8月31日（日）　予備日9月7日（日）
会場：西落合公園庭球場（西落合2-19）
参加資格：区内在住・在勤の平成26年4月1日現在15歳以上の
方または新宿区ソフトテニス連盟登録者　【男子成年】平成26年
4月1日現在満35歳以上の方　【男子シニア】平成26年4月1日
現在満45歳以上の方　
参加料：400円/ペア　
申込み：8月1日（金）～20日（水）までに新宿コズミックセンター
窓口、もしくは新宿区ソフトテニス連盟渡辺あて電話　Tel 03-
3878-1518（9:00～17:00）にて。　
主管：新宿区ソフトテニス連盟

1か月の集中講座！ ヨーガで筋力アップ

新宿区民総合体育大会
参加者・チーム

募集

NPO法人新宿区ウオーキング協会　第114回例会
早朝ウォーク　代々木の緑陰を求めて
新宿中央公園～代々木公園原宿門 約7ｋｍ
日時：8月5日（火）　受付6:30～6:50　(解散9：00予定）

●コース／新宿中央公園・水の広場（スタート）→甲州街道  
→参宮橋（西参道） →明治神宮宝物殿 →明治神宮原宿門 →
代々木公園めぐり →代々木公園原宿門（ゴール）

集合： 新宿中央公園・水の広場（最寄駅：都営地下鉄大江戸線
「都庁前駅」A5出口）

解散： 代々木公園原宿門（最寄駅：ＪＲ山手線「原宿駅」）
料金： 400円　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：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
主催・問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel 090-3217-4109

9月  卓球教室
日時：9月4日（木）・11日（木）・18日（木）・25日（木）
【初級コース】 〈午前クラス〉10:30～正午　　
　　　　　　 〈昼クラス〉13:30～15:00
【実践応用コース】  〈夜間クラス〉19:00～20:30 各クラス全4回
会場：新宿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
※ 夜間の実践応用コースは、ラケットをお持ちで
卓球経験のある方
定員：各クラス12名（多数抽選）　料金：全2,000円　
講師：新宿区卓球連盟

申込み： 8月14日（木）必着。所定の申込書（新宿コズミックセン
ター窓口で配布）もしくは往復はがきに記載例（3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）。抽選後、返信はがきを送付ま
たは8月21日（木）に新宿コズミックセンター窓口に当選
番号を掲示しますので、ご確認ください。※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。※電
話での当落問い合わせは、平日9:00～17:00に学習・
スポーツ課へ。※夜間クラスはラケットの貸し出しはあ
りません。※安全上、小学生の参加者には教室への往
復時および実施中の保護者付き添いが必要です。※8
月の卓球教室はありません

短期

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）

Web

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

：【男子】大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）【女子】甘

：秋ヶ瀬公園グランド（埼玉県さいたま市桜区大字栄和）ほか

昨年度の様子

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
mailto:sgr@dream.ocn.ne.jp
mailto:hiro1960@mvi.biglobe.ne.jp
mailto:info@mca.jp
mailto:info@mca.jp
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学  習学  習

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

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

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

♪木蓮の会♪　☎３３５３－１３３８　米澤
プロ指導のボイストレーニングで歌謡ポップ
ス･シャンソン･ジャズを歌いましょう。今ま
での歌が素晴らしくなります。個人指導あり
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】
真剣な婚活を応援！
誠実で家庭的な新宿の相談所です。
㈱日本仲人協会　家族くらぶ 0120-953-326

申込み： 8月25日（月）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。

ブラジル生まれのカポエィラ体験ワークショップ
企画運営：NPO法人カポエィラ・テンポ 
ブラジル生まれのダンスと格闘技が融合した「カポエィラ」を体験できます。
日時：9月6日(土)　【Aクラス】12:30～13:30　【Bクラス】14:00～15:00
対象：小学生から50歳くらい　各50名（多数抽選）　会場：新宿コズミックセンター　地下1階
小体育室　料金：大学院生以下500円　一般1,000円　申込締切：9月3日(水)必着

陶芸・ビーズ・水引など楽しい教室 !
企画運営：手作りART
陶芸(茶碗・皿・雛人形)、水引（クリスマスリース）、編物､ ビーズ(バッグ)など、満足する作
品を手作りします。親子歓迎、初心者OK 
日時：9月7日～平成27年2月15日の隔週日曜日　 全12回　9:00～12:00
対象：小学生以上（小学3年生以下要保護者同伴）　23名（多数抽選）　料金：1回800円　
会場：住吉町生涯学習館　美術工芸室(住吉町13-3)　申込締切： 8月31日(日)必着

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。

秋から新しいことを始めたり、体験してみませんか！

コミュニティって一体なに？？
コミュニティ活動に楽しく参加するには…
コミュニティ活動で仲間を集めるには…
そもそもコミュニティって必要なの？
言葉だけではイメージしづらい“コミュニティ”について考えます。
日時：8月28日 （木） 19:00～20:30 
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：大坪宏至（東洋大学経営学部教授）　
対象：どなたでも　50名（多数抽選）　

※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
申込み： 8月20日(水)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。

今年もやってきた大人気講座！

楽譜が読めなくても大丈夫。誰でも知っている抒情歌や
童謡・唱歌を歌いながら、いい姿勢でおなかの底から声を出し、
ココロもカラダも元気になりましょう！
日時：9月10日～12月3日の毎週水曜日(11月26日は除く)　全12回 10:00～11:45
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7,200円（別途教材代510円）
対象：区内在住・在勤のシニア世代の方　60名（多数抽選）　
使用教材：『日本の心を歌う　日本の抒情歌』野ばら社刊　※昨年と同教材
申込み： 8月21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（下段）のほか、教材購入希望の場合はその旨を記入し、学習・スポーツ課へ。

日本文化に触れてみませんか！

立居振る舞いからていねいに指導します。
初心者歓迎！
日時：9月13日(土)・27日(土)、10 月11日(土)・

25日(土)　 全4回 14:00～16:00
会場：戸山生涯学習館　和室（戸山2-11-101）
定員：20名(多数抽選)
料金：全2,800 円

（茶・菓子代込）　
講師： 新宿区 

花道茶道協会 
茶道部講師　

花で彩りある空間作りを

初心者でも安心して参加できます。
いけた花は持ち帰りできます。
日時：9月6日(土)・20日(土)　

全2回　10:00～12:00
会場：戸山生涯学習館　

学習室D
（戸山2-11-101）

定員：15名(多数抽選）
料金：全2,400円

(花材費込）
講師： 新宿区花道茶道協会・ 

花道部講師　

みんなで歌おう講座

いけ花体験教室 茶の湯体験教室

Web Web

Web

無料無料

展示中～7月24日(木）まで　デイサービスハミッツ「楽筆展」
7月25日(金) ～8月21日(木）　真夏の芸術祭
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

7月 8月 の展示 区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業

申込み：いずれの講座も申込締切日必着。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。

  問合せ  学習・スポーツ課 Tel 03-3232-5121 Web

シニア世代
向け

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）

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

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

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。

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

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

ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

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）　
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Fax03-3667- 8464
かTel 03-3667-8183で、希望講座番号（⑬
～⑯）、氏名、住所、電話番号を、エイプロ
シス東京本部へ。

Web

⑬
8月2日
（土）

AM 10：00～12：00 意外と知らない投資信託の仕組み

⑭ PM 13：00～15：00 投資信託を選ぶポイントと投資の実際

⑮
8月30日
（土）

AM 10：00～12：00 日本の金融・経済の現状を知る

⑯ PM 13：00～15：00 金融商品広告等の留意点と証券取引の基本・留意点

無料無料8月講座

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～

介護付有料老人ホーム 

チャームスイート 新井薬師 さくらの森 

●Ｏｈ！レガス新宿 原稿 
・黒の外枠サイズ 

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 
開設準備室：練馬区桜台4丁目5-8-101 担当：小林 
TEL：03-5912-0253  ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-453-286 

東京都指定特定施設入居者生活介護事業者（一般型）申請予定 

※完成予想図  土地・建物/賃借 

検索 チャームケア 
資料請求等、お気軽にお問い合わせください！ 

★西武新宿線 
「沼袋」駅より徒歩約6分（約500ｍ） 
「新井薬師」駅より徒歩約6分（約480m） 

 
 

相談会にご参加頂いた方には、10月から予定

しておりますホーム内覧会のご案内を致します。 

 ◆入居相談会◆ 
  平成26年8月～開催！ 
◆日程・会場等詳細お問合わせ下さい◆ 

   ※送迎のご相談も承ります。 

 

 
 「将来の参考にしたい」、という方も 

お気軽にお越し下さいませ。 

http://www.aprosis.com/
http://www.aprosis.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
https://ssl.regasu-shinjuku.or.jp/?p=1825


4 （（8月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター　11日（月）／大久保スポーツプラザ　18日（月）／新宿歴史博物館　11日（月）･25日（月）／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉　11日（月）〈戸山･北新宿〉　25日（月）／ 
新宿文化センター　12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　4日（月）･11日（月）･18日（月）･25日（月）

お知らせお知らせ

「Oh!レガス
新宿ニュース」に
広告を掲載しませんか？

広 告 募 集

毎月5日・20日発行
新聞折込配布＝123,000部
　　　　　　　　　（発行133,000部）

お問い合わせ、お申し込み（先着順）　

新宿区
全域を
カバー

掲載面 サイズ（縦×横） 1枠料金（税込）

表面 縦型 76×48mm 38,850 円
中面 縦型 76×48mm 29,400 円
裏面 縦型 76×48mm 37,800 円

03-3232-7701　　 03-3209-1833
koho@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

公益財団法人新宿未来創造財団　広報担当
〒169-0072  新宿区大久保 3-1-2

TEL
E-mail

U R L

FAX

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

書の展
漢字、かな、篆

てん
刻
こく
、刻字、近代詩などの作品を募集します。

優秀な作品には表彰があります。
展示期間：10月8日（水）～12日(日)　10:00～18:00（最終日は
15:00まで）　展示会場：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新宿）
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。

【小中学生の部】 半紙縦書き（毛筆に限る）1人1点のみ。
【一般の部（高校生を含む）】 漢字、かな、篆

てん
刻
こく

、刻字、近代詩など1人1点のみ。
以下のＡ～Ｃの一つを満たし、題名、または釈文(所定の用紙)を必ず添付すること。
Ａ：軸物（縦）での表装前の紙寸法は「縦135cm×横35cm（半切）」以内で、仮表装または本表装
Ｂ：軸物（横）での表装前の紙寸法は「縦 35cm×横45cm（半切１/３）」以内で、仮表装または本表装
Ｃ：額縁は「縦53cm×横45.5cm」以内で、アクリル板のみ（ガラス不可）
※ 市販の短冊掛けや色紙掛け、巻子、折帖などは、応募対象外となります。
※ いずれの作品も、壁に掛けられるように、裏面に紐を付けてください。　
協力：新宿区書道連盟　
申込み： 9月9日（火）～22 日（月）の9:00～17:00に作品および所定の申込書を新宿コズミックセン

ター窓口へ持参。
作品の返却：10月12日（日）の16:00～17:00に、区民ギャラリー展示室で返却します。

  　 ※郵送や宅配などによる返却はできません。

新宿区生涯学習フェスティバル2014 作品募集文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭

新宿区共催みなさんの作品で《新宿の秋》を彩ってみませんか！

手工芸展
陶芸、キルト、人形、仏像、切り絵、七宝焼き、組み紐など、
手づくり工芸品の作品を募集します。
展示期間：11月14日（金）～16日（日）　9:00～18:00（最終日は
15:00まで）　展示会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
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　手芸、工芸品など。1人2点まで　
※ 展示会場の都合により、サイズ・形状などによっては出展をお断りする場合があります。
申込み：10月17日（金）必着。封書にて所定の申込書を同封のうえ、学習・スポーツ課へ。
※Fax 03-3209-1833、または新宿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可。
作品搬入：11月13日（木） 15:00～17:00に新宿コズミックセンター  3階大会議室へ持参。

短歌展・俳句展・川柳展
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。
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）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。※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および各生涯学習館窓口でも受け付け可
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。

絵画展
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。
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点のみ。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
協力：新宿区美術学習グループ連合会
申込み：8月15日（金）必着。封書にて所定の申込書を同封のうえ、学習・スポーツ課へ。※Fax 
03-3209-1833、または新宿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可。　
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。

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

第67回
都民
体育大会
結果報告
女子…総合６位入賞
男子…総合８位入賞
各入賞競技
　優勝　   (女子)  バレーボール(4年連続優勝)
　準優勝   (男子)　水泳、バレーボール、フェンシング、クレー射撃
　３位　　 (男子)　銃剣道　(女子)　卓球、フェンシング
　４位　 　(男子)　空手道　(女子)　スキー
　５位　 　(男子)　サッカー、卓球、ハンドボール
　６位　　 (女子)　なぎなた
　７位　　 (女子)　水泳
　８位　　 (男子)　ダンススポーツ
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

詳しくは8月20日号および
8月20日（水）に大会ウェブサイト

へ公開します。
問合せ：大会実行委員会事務局(新宿未来創造財団)

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
Tel 03-3232-5121

・ 区民健康マラソン

・ 区民健康マラソン

・ 区民健康マラソン

・ 区民健康マラソン

毎年全国各地から1万人を超えるランナーが新宿に集結し、新宿のまちを駆け抜
けるこの大会。例年会場としていた国立競技場は改修工事となりますが、
第13回大会も大都会新宿を駆け抜けるコースで開催します。

2015年1月25日(日)

新宿コズミックセンター
12月臨時休館の
お知らせ

館内設備メンテナンスのため、下記期間
を休館いたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いいたします。
プール・大体育室…12月8日（月）～12日

（金）
そのほか施設…12月8日(月) ～10日(水)
1階事務所窓口…8日(月) ～10日(水)は
17:00まで。
※13日（土）以降通常開館となります。
※休館中は各種講座なども休講、「レガス
ポ！」については13日(土)も休講します。 
問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

募集中

募集中

ランナーエントリー
ボランティアスタッフ募集予定

第13回

おめでとうございます

おめでとうございます

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
mailto:koho@regasu-shinjuku.or.jp
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