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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27年1月20日 第97号　次号は2月5日発行です。

明治神宮野球場
明治神宮外苑は、明治天皇と昭憲皇太后のご遺徳を後世に伝えるべく、全国の青年団の勤労奉仕によって整
備されました。大正13年に現在の国立競技場の位置に明治神宮外苑競技場が完成し、第1回明治神宮競技大
会が開催され、スポーツに対する関心も高まり、野球についても大正13年の甲子園球場完成や大正14年東
京六大学野球連盟結成とともに、神宮外苑内に野球場建設の要望が高まりました。
そして大正15年に明治神宮野球場が建設されました。
その後、大正15年からの東京六大学野球や昭和2年からの全国都市対抗野球大会、
昭和6年からの東都大学野球リーグなどが行われています。プロ野球は昭和23年
から公式戦を行っており、プロ野球団は昭和37年からの東映フライヤーズから現
在の東京ヤクルトスワローズと、多くの野球史を刻んできました。野球以外では、
昭和55年からの神宮外苑花火大会、平成元年のサッカー日本代表戦、平成2年の
東京国際女子マラソンも開催。そして今回、球場初の大規模な市民マラソン大会と
して、第13回新宿シティハーフマラソン･区民健康マラソンを開催いたします。

全国から集まる
約12,000名のランナーと

約1,300名のボランティアにより
繰り広げられる本大会。
今回より、メイン会場を

明治神宮野球場に移し開催します。
ハーフマラソンの部は、

神宮外苑～四谷～曙橋～市谷～新宿～千駄ヶ谷、
さらに御苑トンネルを駆け抜ける大人気のコースです。

沿道でのあたたかい応援をお願いします！

メイン会場：明治神宮野球場(霞ヶ丘町3-1)
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大会スケジュール
8:30 開会式 球場前スタジアム通り9:00 ハーフマラソンの部スタート
9:05 ひよこの部（未就学児）スタート 球場内グラウンド11:00 ハーフマラソンの部表彰式
11:40 10㎞の部スタート 球場前スタジアム通り
11:50 スペシャルラン（小学生･70歳以上･障がい者）スタート 球場内グラウンド
13:00 3㎞の部（一般･中学生）スタート 球場前スタジアム通り13:40 2㎞の部（小学生･ファミリーなど）スタート
14:20 10㎞の部･3㎞の部･2㎞の部表彰式／閉会 球場内グラウンド

主催：�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、(一社)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、(一社)新宿観光振興協会、(公財)新宿未来創造財団

主管：新宿区陸上競技協会、（公財）新宿未来創造財団　後援：(公財)東京陸上競技協会、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社　
特別協賛：丸正チェーン商事(株)
協力：�東京消防庁第四消防方面本部、四谷消防署、牛込消防署、赤坂消防署、渋谷消防署、明治神宮外苑、國學院高等学校、渋谷区、�

渋谷区千駄ヶ谷町会、港区、港区北青山一丁目町会、東京都交通局、東京都建設局、国土交通省東京国道事務所代々木出張所、�
首都高速道路(株)、道路占用工事企業者連絡協議会、(公財)日本サイクリング協会、日本青年館、渋谷区立鳩森小学校、(一社)東京バス協会、�
(一社)新宿区医師会、(公社)東京青年会議所新宿区委員会、NPO法人新宿区レクリエーション協会、NPO法人新宿区ウオーキング協会、�
新宿区スポーツ少年団、新宿区青少年団体連合会、新宿区青少年活動推進委員会、新宿区青少年育成委員会、�(公財)笹川スポーツ財団、�
(公社)東京都鍼灸師会新宿支部、新宿区子育て仲間づくりサポーター協議会、東京ヤクルトスワローズ、�
東京ヴェルディ1969フットボールクラブ（株）、明治安田生命保険（相）、保善高等学校、東京韓国学校、クラーク記念国際高等学校東京キャンパス、
関東国際高等学校、東京文理学院高等部、東京スポーツ・レクリエーション専門学校、東京メディカル・スポーツ専門学校、�
東急リアル･エステート投資法人、目白大学めじてれび、新宿〜御苑〜四谷タウン誌『JG×STUDIO�ALTA』　ほか� （順不同）

問合せ：実行委員会事務局（新宿未来創造財団内）　Tel�03-3232-5121

ゲストランナー
君原健二さん

ゲストランナー
谷川真理さん

ハーフマラソンコース

入場無料・雨天決行

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
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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

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

やさしく楽しいフラメンコでリフレッシュ！
整美体操あり、シニア、初心者OK。体験無料
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka

カラオケ参加　（初心者・中高年歓迎）
新宿西口デパート１分、又は代々木駅前１分
☎03-3373-7260　留守TEL可  生き生き会

オリンピックをめざしてGO!!初心者向英会話
無料体験　50才以上　戸塚地域センターにて
水曜午前9時から10時　090-3479-9741 前田

高齢者　無料法律相談　１月27日（火）
午前9時30分～午後5時30分
30分以内無料。出張相談は応相談。
フォレストウォーク法律事務所
新宿区本塩町4-7・5階　四ッ谷駅徒歩2分
問い合せ・予約：03-5368-2265

新築マンションの内覧会をサポートします！
ベテランの検査員が安心の同行サポート。 
詳細は「ニューマン内覧」で検索を！ 

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

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）

情報
健康
一歩一歩 、健康づ く ♪り 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　
企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会

問合せ：実行委員会事務局
(新宿未来創造財団内)　
Tel 03-3232-5121

競技要項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。新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可。
日時：3月14日（土）　9:00～22:00　

※一般クラス（オープンクラス）14:00～22:00
※レディースクラス9:00～13:00

（時間は参加チーム数により変更する場合があります）
会場：新宿スポーツセンター　3階大体育室（大久保3-5-1）
参加資格： 区内在住・在勤の平成26年4月１日現在15歳以上の男性もしくは女

性で構成されたチームまたは新宿区サッカー協会登録チーム　
　一般クラス（オープンクラス）　24チーム　　　
　レディースクラス　8チーム

料金：2,000円/チーム（別途協会経費3,000円あり）　
※申し込み後指定口座に振り込みのこと

主管：新宿区サッカー協会フットサル委員会
主催：新宿区、新宿区教育委員会、公益財団法人新宿未来創造財団
申込み： 先着順。3月7日（土）までに、新宿区サッカー協会フットサル委員会ホー

ムページ（http://shinjukukufa.com/futsal/）にて大会詳細を確認
後、メール（ shinjuku_fa@yahoo.co.jp）にて申し込み。(募集チー
ム数に達した場合、先着順でのキャンセル待ちとなります。)

　※上記期間外および郵送・FAXなどでの申し込みはできません。

新宿区民総合体育大会 
フットサル競技

参加者募集！

3月  卓球教室　

日時：3月5日・12日・19日・26日の毎週木曜日（各クラス全4回）
【初級コース】　　 〈午前クラス〉10:30～12:00、〈昼クラス〉13:30～15:00
【実践応用コース】 〈夜間クラス〉19:00～20:30
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室　講師：新宿区卓球連盟
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
申込み：2月12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2月19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。※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。※夜間クラスのラケット貸し出しはありません。※安全上、
小学生は往復時と教室時間中の保護者付き添いが必要です。

障がいのある方とともに楽しむ
ふうせんバレー体験
年齢や障がいの有無に関わらず、どなたでも楽しめる
「ふうせんバレー」。寒さに負けず身体を動かして楽しもう！
日時：2月25日（水）16:30～18:00
会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
対象：どなたでも(障がいのある方優先)　30名（先着順）
料金：100円
協力：東京ふうせんバレーボール振興委員会
申込み：電話、郵便はがき(52円)、Ｆax 03-3209-1833、新宿コズミックセンター窓口のいずれかで、
記載例（3面）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。(電話および窓口受付9:00～17:00)
※小学生対象スポーツ教室と合同開催
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マラソンコース 通行止

片側一車線規制
片側相互通行

車線規制区間

迂回方向
車両進行方向

交通規制のお知らせ 通　行　止
① 甲州街道・上り（御苑トンネル） 8:50～9:40頃
② 甲州街道・下り（御苑トンネル） 9:25～11:00頃
③ スタジアム通り（仙寿院→日本青年館前→神宮球場前） 8:00～14:30頃
④ 首都高速4号新宿線上り（外苑出口） 8:45～12:45頃
⑤ 新宿通り（四谷四丁目→四谷三丁目） 8:50～9:35頃
⑥ 新宿通り（四谷三丁目→四谷四丁目） 8:50～10:10頃
⑦ 新宿区道（本塩町→市谷本村町） 9:00～9:55頃
⑧ 外苑西通り（富久町西⇔四谷四丁目） 9:10～10:10頃
⑨ 御苑大通り（新宿五丁目東→新宿二丁目南） 9:10～10:10頃
⑩ 新宿通り（新宿二丁目⇔四谷四丁目） 9:10～10:10頃
⑪ 外苑杉並線（北参道→外苑橋） 9:15～11:10頃
⑫ 四谷四丁目交差点（外苑橋方面から直進・右折・左折不可） 8:50～11:10頃
⑬ 四谷第六小学校南側道路（信濃町駅前→大京町）
 ※10kmの部のみ　 11:30～12:50頃

車　線　規　制
⑭ スタジアム通り（神宮球場前→日本青年館前） 8:00～14:30頃 
⑮ 外苑東通り（信濃町駅前→四谷三丁目） 8:50～10:50頃
⑯ 外苑東通り（四谷三丁目→合羽坂） 8:50～9:40頃
⑰ 靖国通り（住吉町→合羽坂下） 8:55～9:40頃
⑱ 外苑東通り（合羽坂→四谷三丁目） 　8:55～9:45頃
⑲ 新宿通り（四谷三丁目→四谷見附） 8:50～9:50頃
⑳ 外堀通り（四谷見附→本塩町） 9:00～9:50頃
� 靖国通り（市谷本村町→新宿五丁目東） 9:00～10:10頃
� 明治通り（新宿四丁目→北参道） 9:10～11:05頃
� 外苑西通り（外苑橋⇔仙寿院）
 ※ハーフ・10kmの部 9:15～12:50頃

NPO法人新宿区ウオーキング協会　第120回例会
新宿ゆかりの文学者の足跡を訪ねてウォーク
白銀公園～戸塚地域センター　約6ｋｍ
日時：2月10日（火）  受付8:40～9:00(解散12:00予定）
集合：白銀公園（白銀町3）
最寄駅… 東京メトロ東西線「神楽坂駅」／都営地下鉄

大江戸線「牛込神楽坂駅」

コース：白銀公園（スタート）→芸術倶楽部跡・島村抱
月終焉の地→尾崎紅葉旧居跡→泉鏡花旧居跡→漱石
山房跡・夏目漱石終焉の地→若松地域センター→厳嶋
神社→小泉八雲記念公園→新宿スポーツセンター前→
戸塚地域センター（ゴール）

解散：戸塚地域センター (高田馬場2-18-1）
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
問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会

Tel 090-3217-4109

レガス健康ウォーキング
羽根木公園へ梅見ウォーク
代々木公園原宿門～羽根木公園　約8km
日時：2月18日（水）  受付8:40～9:00(解散12:00予定）
集合：代々木公園原宿門（渋谷区代々木神園町）
最寄駅…ＪＲ山手線「原宿駅」／東京メトロ千代田線・

副都心線「明治神宮前駅」

コース：代々木公園原宿門（スタート）→代々木公園交
番前→東急百貨店 渋谷・本店前→東京大学 東門前→
駒場東大前駅→三角橋→北沢小学校前→代田小学校
前→羽根木公園（ゴール）

解散：羽根木公園（世田谷区代田4-38-52）
最寄駅… 小田急線「梅ヶ丘駅」／京王井の頭線「東松原

駅」
料金：400円
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

（当日連絡先：NPO法人新宿区ウオーキング協会
 Tel 090-3217-4109)

約12,000人のランナーが新宿区
内を駆け巡ります。
ご迷惑をおかけしますが、大会実
施中の交通規制にご理解･ご協力
をお願いします。
交通規制地域および主要幹線道
路上で、横断幕・立看板などに
よりご案内いたします。

1月25日日

路線バスの運行変更について
交通規制中　  印のバス停について
は、時間によりご利用できません。
詳細は停留所等でご確認ください。
※ 白61・ 高71・ 宿75・ 黒77・ 早

81・池86・品97系統・ハチ公バ
ス・新宿WEバスは、休止・迂回・
短縮運行となります。

●！

http://shinjukukufa.com/futsal/
mailto:shinjuku_fa@yahoo.co.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
https://ssl.regasu-shinjuku.or.jp/?p=1825
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学  習学  習

申込先
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

（往復はがきの場合）

記載例

※ 在学・在勤の場合は、通学・勤務先名・所在地をご記入ください。

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

新宿コズミックセンタープラネタリウム

一般の方向け
日時：2月21日（土）16:00開演（15:30開場）
対象：小学生〜大人　定員：140名（先着順・全席自由）　
料金：1,500円
申込み：【電話予約】Tel 03-3232-5121（学習・スポーツ課）
※チケットは電話予約後1週間以内に新宿コズミックセンターで
お引き換えください。

【窓口購入】新宿コズミックセンター・新宿文化センター（新宿
6-14-1）※電話および窓口受付9:00〜17:00

ご自身やご家族のために

食の安全について考えてみよう
「消費期限・賞味期限の違いは？」「魚の放射能汚染は大丈夫？」「食品表示の見方」「添加物のメリッ
ト・デメリット」など、食の安全について学び、安心した食生活を送りましょう。
日時：2月26日（木） 10:00〜12:00
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師： 近藤惠津子（NPO法人コミュニティスクール・まちデザイン理事長）
対象：40名（区内在住・在勤・在学の方優先、多数抽選）
申込み： 2月6日（金）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
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

区民プロデュース支援事業とは、企画運営団体が事業助成を受け自主的に行う事業です。
申し込みに際しお預かりした個人情報は、新宿未来創造財団から企画運営団体に提供させ
ていただきます。

新しいことを始めたり、体験してみませんか！

やさしいパソコン＆インターネット(中高年向け） 
〜 NPO法人テラ・ガーデン新宿〜
インターネットを使いこなして日々の生活を楽しく便利に！
基礎から学ぶパソコン初心者向けの講座です。
日時：2月18日〜3月18日の毎週水曜日（全5回）19:00〜20:30　対象：50歳以上の方　15名
会場：テラ・ガーデン新宿（百人町3-1-6）　料金：全4,000円(教材費込)
申込み：2月8日（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。

明るく楽しい“しゃべる”講座 ～春光の巻～
はっきりと滑舌よく話したり、大きな声で笑ってみましょう。
簡単なストレッチと、台本を使った発声や模擬演技で、
笑顔の健康づくりをしてみませんか！
日時：2月13日〜3月13日の毎週金曜日（全5回）13:15〜15:15
会場：大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保3-7-42)

※椅子を使用して行います。
講師：岡田由記子（劇団鳥獣戯画出身、通年レガスポ！講師）
対象：30名（区内在住・在勤の方優先、多数抽選）
料金：全3,000円
申込み： 2月2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。

ラ　イ　フ　ア　ッ　 プ　講　座

冬番組
ビッグバンと冬の星座
宇宙の誕生にまつわる「ビッグバン」についてのお話
と、都会でも見つけやすい星座であるオリオン座の
お話を投影します。
投影日： 1月24日（土）・31日（土）、

2月14日（土）・22日（日）・28日（土）、3月1日（日）
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（当日先着順・全席自由)　料金：300円(中学生以下無料)
購入： 観覧券は各回投影開始30分前から会場受付で販売　※途中入退場不可

★星空おはなしまつり★
子どもから大人まで、一緒に笑ったり、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：2月8日（日）14:00開演（13:30開場）　定員：140名（先着順）
申込み： 当日13:00から8階にて整理券配布（なくなり次第受付終了）

問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

展示中〜1月22日(木）まで　明るい選挙啓発ポスター展
1月23日(金) 〜2月26日(木)　新宿青年教室作品展
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

1月 2月 の展示

第11回男女共同
参画フォーラム　いいんだよ、だいじょうぶ

〜「夜回り先生と考えよう！」ともにみとめあう生き方〜
内容：オープニング…合唱　早稲田少年少女合唱団

第1部…新宿区ワーク・ライフ・バランス優良企業表彰
第2部…講演　水谷修
託児あり(2月12日(木)までに申し込みください)、手話通訳あり。
どなたでも参加いただけます。

日時：2月21日（土）13:30〜16:00（開場13:00)
会場：四谷区民ホール（内藤町87）　定員：450名　主催：新宿区
企画運営：男女共同参画フォーラム実行委員会
申込み：当日直接ご来場ください。
問合せ：新宿区子ども家庭部男女共同参画課　Tel 03-3341-0801

『陶芸展』開催 世界に一つだけの陶芸作品が勢ぞろい
区内で陶芸活動を行っている方々の作品を集めた展示会です。
素焼き後、釉

ゆう
薬
やく
をかけ本焼きするまで、仕上

がりがわからないのが陶芸の醍
だい
醐
ご
味
み
。日々、

腕とセンスに磨きをかけ、作品づくりに奮闘
している方々の作品をぜひご覧ください。
日時：2月12日(木) 〜22日(日)

9:30〜17:30(入館は17:00まで)
※最終日は14:00まで

会場：新宿歴史博物館　地下1階ホワイエ(三栄町22)
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

都立新宿山吹高等学校
プール開放について
平成26年度のプール開放は１月末までとなっ
ております。
次年度の開放につきましては、本紙および新
宿未来創造財団ウェブサイトにてお知らせし
ます。

問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

上智大学グラウンドの
利用について
上智大学グラウンド平成26年度利用分の抽
選会はすべて終了いたしました。
平成27年度4月利用分の抽選会は、3月25
日(水)に開催予定です。
利用に関する詳細は、本紙3月5日号および新
宿未来創造財団ウェブサイトに掲載予定です。
問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

Web

Web

消 費 者 講 座 新宿消費生活センター委託講座 無料無料

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

星空コンサート　冬の夜空を見上げて　
　　　　あったか　ほんわか　ら・ら・りるる～♪

日本や世界の心地よい音楽を中心に、楽しいトークや映像も交え演奏します。
満天の星空の下、3人のアーティストと一緒に、
心温まる時間を過ごしませんか。
出演：大友 剛（ピアノ）、佐藤 力（ギター）、鴇羽tokiha（歌）
曲目：「見上げてごらん夜の星を」

「The Water Is Wide（スコットランド民謡）」ほか

障がいのある方とともに楽しむ
日時：2月21日（土）13:30開演（13:00開場）
対象： 心身に障がいのある方と付き添いの方
定員：70名（事前予約制・先着順・全席自由）　
料金：100円（中学生以下および付き添いの方は無料）
申込み： 電話、郵便はがき（52円）、Fax 03-3209-1833、

新宿コズミックセンターのいずれかで、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。 ※電話および窓口受付9:00〜
17:00

Web

無料無料

大友剛（ピアノ） 佐藤力（ギター） 鴇羽tokiha（歌）

無料無料

撮影：疋田千里

無料無料

区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業参加者募集
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子ども子ども

（（2月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター　9日（月）／大久保スポーツプラザ　16日（月）／新宿歴史博物館　9日（月）･23日（月）／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉　9日（月）〈戸山･北新宿〉　23日（月）／�新宿文化センター　10日（火）／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）･16日（月）･23日（月）／林芙美子記念館　～2月16日(月)･23日（月）

第5回新宿区ユニカール大会 参加チーム募集
日時：3月8日（日）10:00～13:00　会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室(大久保3-1-2)
対象：区内在住・在学・在勤の方　3名1チーム　定員：40チーム（先着順）
料金：1,500円/チーム（新宿区ユニカール協会加盟チームは1,000円/チーム）
主催：新宿区ユニカール協会
申込み：�先着順。※最終締切は2月13日(金）

FAXでチーム名、参加者氏名、年齢、住所、
電話・FAX番号を記入し、新宿区ユニカー
ル協会事務局へ。

問合せ：新宿区ユニカール協会事務局　
Tel�・Fax03-3368-7538

野球少年少女集まれ！

平成27年度 新宿区小学生野球大会
参加チーム募集
日ごろの練習の成果を発揮し、優勝目指して頑張ろう！
日時：�4月5日（日）・12日（日）・18日（土）・26日（日）・29日（水祝）、

5月2日（土）・3日（日祝）・4日（月祝）の8日間
予備日：4月11日（土）・19日（日）・25日（土）、5月5日（火祝）・10日（日）

会場：戸山多目的運動広場(戸山3-2)　西落合公園少年野球場（西落合2-19）
対象：区内在住・在学の小学生で構成されたチームまたは新宿区少年軟式野球連盟

登録チーム　高学年の部（新6年生以下）・低学年の部（新4年生以下）・女子ソフトの部　
計45チーム（先着順）

主管：新宿区少年軟式野球連盟　新宿区軟式野球連盟
申込み：�3月10日（火）までに、所定の申込書を新宿コズミックセンターへ持参。

※受付時間9:00～19:00　※休館日(2月9日、3月9日)は9:00～16:30
※�大会要項・申込書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。�
新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可。
代表者会議：（要出席）
　3月28日(土)　14:00開始(13:30受付開始)
　戸山生涯学習館　1階ホール(戸山2-11-101)
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

3月22日(日)に以下の講習会を実施
します。
【審判講習会】9:00～12:30
【アナウンス講習会】11:00～12:30
会場：戸山多目的運動広場
※雨天の場合は3月29日(日)に延期

どこまで飛ばせるかな？？

ペットボトルロケット体験会
ペットボトルからロケットが作れるよ！  水を入れて飛ばしてみよう
日にち：3月1日（日）
コース 時間 対象 定員

Aコース 9:30～11:30 小学1・2年生 50名
Bコース 13:30～15:30 小学3～6年生 50名
※Aコース要保護者同伴、Bコース保護者同伴推奨
※区内在住・在学優先、応募多数の場合は抽選
会場：新宿西戸山中学校（百人町4-3-1）　

西戸山公園野球場（百人町4-1）
講師：シリウスの会（新宿☆理科と宇宙の学校）
料金：600円（参加料400円＋材料費200円）
協力：新宿西戸山中学校
申込み：�2月15日（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（3面）のほか、参加希望コー
ス、学校名、学年を記入し、子ども・
地域課へ

問合せ：子ども・地域課　
Tel�03-3232-5122

プロバスケットボールリーグNBL公式戦に招待！

日立サンロッカーズ東京　　
キッズアクション参加者募集

　VS　三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋
試合直前のウォーミングアップをコートサイドで見学したり、あこが
れの選手と記念撮影したあとは、迫力いっぱいのゲームを観戦し、
サンロッカーズを応援しよう！
日時：2月15日(日)　14:00集合（15:00試合開始）
会場：国立代々木競技場第二体育館(渋谷区神南2-1-1)
対象：区内在住・在学の小中学生（要保護者同伴）　30名（多数抽選）
料金：本人無料�

※保護者・同伴者は優待チケットにてご入場ください。（当日専
用受付にて販売、いずれもスタンド自由席）
大人1,800円(一般前売価格2,000円)、
高校生900円(一般前売価格1,000円)、
小中学生630円(一般前売価格700円)

申込み：�2月3日(火)必着。往復はがきに記載例(3面)の
ほか、学校名・学年、保護者・同伴者の優待
チケット購入希望枚数(大人・高校生・小中学
生ごと)を記入し、学習・スポーツ課へ。

必ず保護者が同伴してください。
保護者・同伴者はウォーミングアップ見学・記念撮影時
は観戦席にて待機していただきます。
協力：日立サンロッカーズ東京
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

コズミックセンターが大きな理科実験室になる。		 	

レガスサイエンスフェスタ

会場：新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）
対象：年長以上の幼児および小学生�300名（多数抽選）�※保護者同伴可

※「えらんで参加プログラム」のみでのお申し込みは出来ません

料金：「�共通プログラム」参加費1,000円＋各「えらんで参加プロ
グラム」参加費�
※「共通プログラム」参加券のみの購入も可能です

申込み：�2月18日（水）必着。往復はがきに記載例（3面）のほか、
参加希望プログラムおよび時間・学年・学校名・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。
※定員に達しない場合は当日申し込み可（先着順）
※複数プログラムを申し込む際は参加時間が重ならないよう
　ご注意ください。

問合せ：子ども・地域課　Tel�03-3232-5122

小・中学生
対象

無料無料

ⒸHitachi Sunrockers Tokyo

3月7日(土)
10:00～16:00

「ユニカール」とは
氷上スポーツ「カーリング」をオフシーズンでも楽しめるよう考案
されました。カーペット上でストーンを滑らせ、子どもから高齢
者まで誰もが気軽に楽しめるニュースポーツです。シンプルであ
りながらも奥が深く、チームワークが要求されるユニカールに参
加して、ストーンを走らせてみませんか。

今年もサイエンスフェスタで
「科学」への興味のトビラを
ひらこう！

No えらんで参加プログラム 時間･定員（多数抽選） 料金

１

ゴム式プロペラ飛行機をつくろう
鳥人間コンテスト常連チームと
飛行機が飛ぶ仕組みを学ぼう！
協力：芝浦工業大学�Team�Birdman�Trial

①10:30～　②12:30～
③14:30～
各回75分定員25名
対象：小学生

650円

２

ホバークラフトをつくろう
浮力を利用して進む船
“ホバークラフト”を作ろう！
協力：NPO法人子ども･宇宙･未来の会

①10:00～　②11:20～
③13:30～　④14:50～
各回70分定員30名

1,000円

３

表札をつくろう
発泡ポリスチレンの性質を利用して、
立体表札をつくろう！
協力：(一社)ディレクトフォース　理科実験グループ

①10:00～　②11:00～
各回45分定員40名
対象：
小学1～2年生

300円

４

食塩水電池をつくろう
誰の電池が一番長持ちするかな？　
本格理科実験教室です。
協力：(一社)ディレクトフォース　理科実験グループ

①13:00～　
②15:00～
各回60分定員40名
対象：小学３～6年生

100円

５

電子回路でつくる不思議な振り子
回路博士と一緒に電子工作に挑戦！ � つくった後は、
いろいろな理科のおもちゃで遊べるよ。
協力：野老(ところ)実験クラブ

①10:00～　②11:00～
③13:00～　④14:00～
⑤15:00～　
各回40分定員35名

400円

６

色コマづくりに挑戦しよう！
オリジナルの色コマで、
色について遊んで学ぼう！
協力：新田正博(シリウスの会)

①10:15～　②11:15～
③13:15～　④14:15～
⑤15:15～　
各回30分定員15名　
幼児・低学年向け

200円

共通プログラム 時間･定員など 料金

鉄道模型の仕組みをまなぼう！
協力：(株)関水金属・KATO

随時体験可
45分程度
※12時～13時は実施なし

共通
プログラム
参加券
1,000円
定員：
300名

ロボット操作体験会！
協力：芝浦工業大学地域連携･生涯学習センター 随時体験可

ミニ物理実験室であそぼう
協力：日本大学理工学部�駿河台理科教育サークル

随時体験可
各工作30分程度

見る化学！　作って楽しむ化学！
協力：東京理科大学�Ⅰ部化学研究部

随時体験可
各工作10分程度

手作りプラネタリウムドームで
天体観測会
協力：東京理科大学�天文研究部

毎時00分･30分開始
各回20分程度　
定員15名

デジタルカメラとあそぼう！
熱闘！紙バトラー＆激走！紙レーサー
協力：(株)リコー

随時体験可
各プログラム
30分程度

2種類の磁石ボールあなたの創造脳にショック！
協力：(株)ぼりゅうむわんプロダクツ

随時
体験可

Web

Web

無料無料

整理券

整理券
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