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3月20日号

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　Tel 03-3232-7701（代表）
平成27年3月20日 第101号　次号は4月5日発行です。

※乗車定員を超える場合は、次の便のご案内となります。
※交通状況により、運行に遅れが生じる場合があります。
※★印の便は歴史博物館止まりです。

各発
時間

新宿コズミック
センター

新宿
歴史博物館

新宿文化
センター

9時 15　45 15　35 30　50
10時 5　35　55 5　25　55 20　40
11時 25　45 15　45 10　30
12時 15　35 5　35 00　20　50
13時 5 55
14時 25　55 25　45 10　40
15時 15　45 15　35 00　30　50
16時 5  35★  55★ 5　25 20　40★

新しい年度が始まります。レガスまつりは、新宿で楽しく暮らすためのプランを
たくさん紹介するイベントです。「レきし」「ガくしゅう」「スポーツ」などの 
さまざまなジャンルのサークルやグループが盛りだくさん！　
作品展示やパフォーマンス、楽しい体験プログラムなどをお届けします。

新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701
　9:30	 オープニングセレモニー
	 プラネタリウム、いけ花、ユニカール、ステージパフォーマンスなど
新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131
　常設展および特別展「新宿に縄文人現る」観覧無料、勾玉づくりなど
新宿文化センター　Tel 03-3350-1141
　ワセオケ避難訓練コンサート、笑遊独演会･春の滑

こっ
稽
けい
噺
ばなし
　

　ヤマハ楽器体験教室など
協賛：（株）韓国広場、コカ･コーライーストジャパン（株）、　

アーバン	ベンディックス	ネットワーク（株）、
日清食品ホールディングス（株）、（株）ホールサービス（順不同）

主催：公益財団法人新宿未来創造財団　
※当日は公共の交通機関や特別無料巡回バスをご利用ください

詳しくは2面・3面をご覧ください！

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
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レガスまつり20152015

新宿コズミックセンター
(大久保3-1-2)　
Tel 03-3232-7701

会場 内容 企画・協力 参加形態

8F　プラネタリウム

ギリシャ神話をもとにした楽器演奏＆詩劇・朗読劇
11:00〜11:30 世界でいちばんちいさな劇場 発

生解説による「星空さんぽ」
14:00〜15:00（先着140名） レガス☆プラネタリウムボランティア 発

5F　大研修室 東洋医学いきいき健康生活／鍼灸公開講座・体験 （公社）東京都鍼灸師会新宿支部 体･学

3F　大会議室

ライフアップ講座　かづきれいこ監修「心が元気になるメイクセミナー」
講演13:00〜14:00　ワンポイントメイクサービス14:00〜
事前申込み制　定員に空きがある場合のみ当日参加可　参加料300円

（有）かづきれいこ
講師：西奈まるか(REIKO KAZKI主任講師)ほか 体･学･料

将棋を楽しもう ! 将棋体験教室
13:00〜16:00(最終受付15:30) （公社）日本将棋連盟 体

3F　小会議室 プロ講師による指導と麻雀体験 健康マージャン 体

2F　大体育室

自然物を利用したあそび、クラフト、おもちゃ&AED体験
12:30〜15:30 野外教育事業所ワンパク大学 体

ダーツにチャレンジ～高得点者に賞状授与
10:00〜15:30 ダーツアミティ 体

活動の紹介・体力測定 新宿区スポーツ推進委員協議会 体
輪投げ＆ボッチャ 体
ユニカール体験 新宿区ユニカール協会 体
インド・バングラデシュ・ネパールのフェアトレード製品販売店 チーム・ピースチャレンジャー 売
工芸品製作体験、工芸品販売、活動パネル紹介 ふらここ 体･売
手作り作品販売　着物体験コーナー NPO法人日本文化支援普及協会 体･売
自然素材を使った文房具、製作体験、販売 グリーンカルチャー 体･売
ソープカービング・デコパージュの販売、ソープカービング、デコパージュのワークショップ わんぷっと 売
インド・バングラデシュの雑貨・スパイス等輸入食品販売 チニーズ 売
中高年のための一般教養講座のご案内、写真などによる事業活動の紹介 三栄きのえね会 展
耐震支援事業パンフレットの配布、耐震ＤＶＤ上映 新宿区都市計画部地域整備課 展
ハンドリフレクソロジーとチェアマッサージ、フェイスケアの有料体験 サロンバルーン 体･料
ストレスチェックとセルフケアの紹介・プチ脳ストレッチ
11:00〜　14:00〜 ストレスケアサロン相談室　満 体

お試し占い、雑貨・アクセサリー販売 天蠍宮〜サロン・ドゥ・スコーピオン〜 体･売
メンタルカルタ販売、音声診断 あかもんの会 売
活動紹介 カフェ『終活サポーターズ』 展
活動紹介 新宿ＮＰＯネットワーク協議会 展

大体育室ONステージ

10:00〜10:30 やさしいフラ 発
10:30〜11:00 西戸山トワラーズ 発
11:00〜12:00 法政大学ギタークラブＯＢバンド 発
12:30〜13:00 落合ブラスアンサンブル 発
13:00〜13:30 レガスポ！フラガールズ 発
13:30〜13:45 SHINJUKU CHEERCASE EMERALDS(小学生チアリーディング) 発
13:45〜14:15 鶴巻太鼓塾 発
14:15〜14:45 新宿カントリーダンスクラブ(スコティッシュダンス) 発
14:45〜15:15 四谷フラダンスの会 発

2F　多目的室

いけ花体験教室
11:00〜　　13:30〜
事前申込み制　 新宿区花道茶道協会

体･料

抹茶でホッと一息　抹茶体験
10:15〜11:45　13:30〜15:00
参加料300円

体･料

2F　休息コーナー
　　 廊下

ゆっくり、ゆったり、心ゆたかに
スローライフをご紹介 NPO法人スローライフジャパン 展

活動紹介 新宿青年教室 展
活動紹介 生涯学習館 展

ゆるキャラ競演
ぐんまちゃん、同心くん、ゆりーと

群馬県沼田市
新宿区百人町明るい会商店街振興組合
東京都スポーツ推進大使

発

屋外プログラム 桜めぐりウォーク　　外濠公園～新宿コズミックセンター
外濠公園・JR四ツ谷駅四ツ谷口側入口9:00集合　12:00頃解散予定　1名400円　詳しくは6面をご覧ください NPO法人新宿区ウオーキング協会 体･料

新宿歴史博物館
(三栄町22)　
Tel 03-3359-2131

内容 参加形態

勾玉づくり　編布づくり　エコバッグづくり
10:00〜15:00　（先着100名） 体

新宿を花いっぱいに 　花苗の配布
10:30〜　　13:30〜（各回先着100名） 配

常設展および特別展「新宿に縄文人現る」無料観覧
9:30〜17:30(入館は17:00まで) 展

れきはくカフェ　珈琲・お茶のサービス
10:00〜15:00　（先着100名） 配

新宿歴史博物館刊行物を2割引きで販売します
9:30〜17:30(入館は17:00まで) 売

新宿文化センター
(新宿6-14-1)　
Tel 03-3350-1141

内容 企画 参加形態
ヤマハ楽器体験教室
9:30〜12:00

ヤマハミュージックアベニュー
新宿クラッセ＆新宿リフラ・プラス 体

ワセオケ避難訓練コンサート
開演中に災害が発生したと想定して避難訓練に参加。
訓練後は再び演奏をお楽しみいただきます。
13:00開場　13:30開演
全席自由入場無料　※未就学児入場不可

早稲田大学
交響楽団

発

笑遊独演会　春の滑稽噺
円熟の爆笑派･三遊亭笑遊がお届けする笑いの春一番!!
16:30開場　17:00開演　全席自由1,500円　
※未就学児入場不可

三遊亭笑遊
春本小助(太神楽曲芸)　ほか 発

新宿区友好都市
紹介パネル展
9:00〜22:00

長野県伊那市、中国北京市
東城区、ドイツ・ベルリン市
ミッテ区、ギリシャ・レフカダ
市の紹介をいたします。

展

弓道場、第一･第二武道場　……　各プログラム終了後〜21:45
プール　……　9:00〜21:45 

ス ポ ー ツ 施 設 無 料 開 放

プール注意事項　※小学3年生以下の方は、20歳以上の水着を着
用した保護者の付き添いが必要です（保護者1名に対して、子ども
2名まで入場可）。　※オムツが取れた幼児から利用できます。　
※安全上、混雑時は入場制限を行います。

ゆりーと

百人町 明るい会
同心くん
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会場 内容 企画・協力 参加形態

1F　ロビー

1F　ロビー ONステージ

9:30～ オープニングセレモニー
レガスはおかげさまで5周年　みなさまに感謝をこめて 発

9:45～10:15 Hanohano しんじゅく(ウクレレ&歌) 発
10:15～10:40 かっぽれ新宿駒乃会 発
10:40～11:00 ボランティア五輪協(自作自演の新五輪音頭) 発
11:00～11:30 昭和ロマンを楽しむ会(昭和歌謡と演歌) 発
11:30～12:00 藤貴会(日本舞踊) 発
12:00～12:30 戸山ひまわり（知的障がいのある方による手話ダンス）
12:30～13:00 満会（日本舞踊） 発
13:00～13:30 レッツフラ 発
13:30～14:00 ＭＪｅ(ダンス) 発
14:00～14:30 カポエイラテンポ(ブラジル伝統格闘技) 発
14:30～15:00 全日本少林寺気功協会(少林寺気功とカンフー演武) 発
15:00～15:30 新宿えのき合唱団 発

カレーパンの販売 男子厨房に入ろう会 売･食
新宿区内の福祉作業手作り商品の販売 （公財）新宿区勤労者・仕事支援センターふらっと新宿 売･食
クッキー・パウンドケーキの販売 デュマン新宿あした作業所 売･食
そば打ち実演、そばつゆ・農産物の販売 沼田市観光交流課 売･食

玄関前広場

トッポギ、キムパ（海苔巻き）、チヂミの調理販売・韓国食品販売 （株）韓国広場 売･食
クスクス・レモネードの販売 チュニジア料理ラジュール 売･食
ケバブ販売 トルコ料理ヒサル 売･食
焼きそば、おしるこ 健康倶楽部チアーズ 売･食
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～、活動紹介 レガスガーデニングクラブ　大久保スポーツプラザガーデニングクラブ 配

1F　武道場

子どもひろばでブームのあそび体験！
ラキュー、マンカラなどなど楽しい遊びを体験しよう
工作体験　①9:30～12:00　バルーンアート、スライム作り
工作体験　②13:00～15:30　お面をつくろう、ケーキをデコろう
工作体験　③13:00～15:30　プラ板、レインボールーム作りなど

放課後子どもひろば
ヨシリツ(株)…ラキュー
武田旬子…工作体験②

体

大きな絵を描こう！　10:00～12:00
※アクリル樹脂系絵具を使用、汚れても良い服装でお越しください。 NPO法人市民と芸術活動推進委員会(CCAAアートプラザ) 体

けん玉パフォーマンス＆けん玉指導
①12:30～12:45パフォーマンス　12:45～13:25指導
②13:30～13:45パフォーマンス　13:45～14:25指導
③14:30～14:45パフォーマンス　14:45～15:30指導

日本けん玉協会 体

つくって遊ぼう！　木工作教室・木片を組み合わせて手づくりのおもちゃを作る。 ＮＰＯ法人東京児童文化協会 体
鉄道模型Nゲージを動かそう （株）関水金属・KATO 体
記録に挑戦！　けん玉、コマ回し、カップスタックス

放課後子どもひろば
体

小学校放課後子どもひろばの魅力を紹介＆27年度登録受付 展
レガス子どもクラブの魅力を紹介&27年度受付 レガス子どもクラブ 展

1F　弓道場
弓道体験
10:00～12:00　13:00～15:30
※中学生以上対象　要靴下

新宿区弓道連盟 体

B1　幼児体育室 春はうきうき　おはなしまつり　絵本&紙芝居&パネルシアター
①11:00～12:30　　②13:30～15:00 よむよむ会 体

B1　多目的広場 わくわくドキドキ一輪車体験コーナー
①12:40～13:15　②14:00～15:15 牛込一輪車クラブ 体･発

B1　小体育室

①ヨーガで筋力アップ
10:00～11:00　定員30名　高校生以上対象
②ルーシーダットン（タイ式ヨガ）
10:00～11:00　定員35名　高校生以上対象
③リトミック　定員各70名
11:20～11:50幼児～小学生対象　11:50～12:20中学生～大人対象

新宿コズミックセンタースポーツプログラム「レガスポ ! 」無料体験
持ち物：運動ができる服装･タオル･飲み物
各回開始15分前から小体育室前にて先着順受付

体

社交ダンス・レッスン＆パーティ／ジルバを踊ろう!!!　※要室内用運動靴持参
①レッスン13：00～14：30　　②パーティ14:30～15:30 新宿区ダンススポーツ連盟 体･発

B1　プール

膝痛・腰痛・運動不足の方向け体力づくりウォーキング教室
①9:30～10:30　②10:45～11:45 無料開放

9:00～21:45
（4コースのみ）

新宿区水泳連盟 体

浮輪で遊ぼう!!!コズミック浮き浮きパニック２０１５　
12:00～14:00 新宿コズミックセンタープール 体

林芙美子記念館
(中井2-20-1)　
Tel 03-5996-9207

内容 参加形態

観覧無料
10:00～16:30(入館は16:00まで) 展

朗読の会「ふみのしおり」による　林芙美子作品の朗読会
各20分程度　11:00～　
　　　　　　 13:00～　

体

新宿を花いっぱいに 　花苗の配布
13:30～　（先着100名） 配

春の陽気につつまれてお茶でひとやすみ　
ドリンクサービス
10:00～　（先着100名）

体･配

新宿歴史博物館刊行物を2割引きで販売します
10:00～16:30(入館は16:00まで) 売

佐伯祐三アトリエ記念館
(中落合2-4-21)　
Tel 03-5988-0091

内容 参加形態
新宿を花いっぱいに 　花苗の配布　11:30～　（先着100名） 配
新宿歴史博物館刊行物を2割引きで販売します
10:00～16:00 売

中村彝
つ ね

アトリエ記念館
(下落合3-5-7)　
Tel 03-5906-5671

内容 参加形態
新宿を花いっぱいに 　花苗の配布　10:30～　（先着100名） 配
春の陽気につつまれてお茶でひとやすみ　ドリンクサービス　10:00～（先着100名） 体･配
新宿歴史博物館刊行物を2割引きで販売します
10:00～16:30(入館は16:00まで) 売

展…展示　　体…体験　　　　学…講演学習会　　発…発表　　　　
売…販売　　食…飲食販売　　配…無料配布　　　料…有料体験

各プログラム材料や会場定員に達した時点で終了いたします。
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スポーツスポーツ 問合せ 新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）
Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター
スポーツプログラム
平成27年4月からのご案内

受付：�予約不要。各講座開講15分前から、�新宿コズミックセンターにて先着順で定員まで受け付け。�
（木曜アクアビクス＋ウォーキングは25分前から）

料金：400円／1回（回数券は6枚2,000円）
その他：※講師の都合などにより、やむを得ず代行または休講となる場合があります。

※詳しくは、新宿コズミックセンターにて配布の「レガスポ！プログラム」をご覧ください。
　（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可） 女…女性限定　　靴…要室内運動靴　　プール…要水着･水泳帽子　　託…託児あり

曜
日 時間 種目名 講座内容 定員

月

1 9:30～10:30 楽々足腰健康体操 足腰は健康の基本。継続することで無理なく柔軟性や体力・筋力を高めていきます。 40名
2 9:30～10:30 コンディショニングストレッチ 体重を利用し、全身の筋肉トレーニングとコンディションをアップするストレッチです。 40名

3 9:30～10:30 ルーシーダットン(タイ式ヨガ） シンプルなポーズで代謝をアップさせ、身体のゆがみを矯正し柔軟性と筋力をアップします。
※畳の会場ですが、硬さが気になる方はマットやバスタオルをご持参ください。 40名

4 10:50～11:50 ゆったり骨盤体操 無理のないストレッチや体操で、骨盤のゆがみをリセット。不調を予防・軽減します。 40名
5 10:50～11:50 ハワイアンフラ 女 ハワイアンのリズムに乗って、心も身体もすこやかに！アロハの心で楽しく踊ります。 30名
6 10:50～11:40 シェイプボクシング 軽快なリズムに合わせ、フットワーク・パンチ等の有酸素運動で身体能力を高め、爽快な汗を！　※裸足で参加 35名

火

7 9:30～10:30 ピラティス 身体の内側の筋肉を動かし、骨格を調整･安定させ、ボディバランスを整えます。 35名
8 9:45～10:30 親子３B体操１～２歳コース 乳幼児期の子どもの年齢や成長に合わせ、保護者の方と一緒に音楽に合わせ遊びながら、さまざまな運動をするコー

スです。
30組

9 10:50～11:40 親子３B体操３～４歳コース 30組
10 10:50～11:40 産後ボディメイク 女 産後にゆるんだ気になるボディラインを引き締め、美しいボディに！　※生後2ヶ月から1歳6ケ月までの子ども同伴可 40名

11 12:45～13:35 ダンス＆ワークアウト
※ラテン・コアダンスから変更 靴 ダンスの動きと筋肉トレーニングをミックス！引き締まったボディラインを目指します。 70名

12 14:00～15:00 24式太極拳 太極拳の基本である24の動作を繰り返し、伸びやかでゆったりと動きます。 70名
13 14:00～14:50 アクアシェイプ プール “ストレッチ･ウォーキング･アクアビクス”で、「ほぐす･燃やす･ひきしめる」を体感します。 35名

水

14 9:20～10:20 リフレッシュ・ヨーガ 託 一日の始まりに、ヨーガの深い呼吸法と正しいポーズを覚え、精神の安定と身体の調整を行います。 70名
15 9:30～10:30 気功太極拳 託 気功の基礎と太極拳の流麗な動きで、背筋を伸ばし、しなやかな身体へ。体内の気の流れを整えます。 40名
16 9:45～10:30 マタニティヨーガ 女・託 妊娠中の運動不足を解消します。妊娠16週以降の方限定。　※医師・看護師・助産師の付き添いはありません。 40名
17 10:45～11:35 産後ボディケア 女・託 身体と心をほぐすヨーガで、出産後のボディを整え楽しくリフレッシュ！　※生後2ヶ月から1歳6ヶ月までの子ども同伴可 40名
18 10:50～11:50 健康ストレッチ 託 筋肉のこわばりをほぐし、首・肩・腰まわりのつらさや全身疲労感などの不調を改善します。 40名
19 10:50～11:50 ハワイアンフラ 女・託 ハワイアンのリズムに乗って、心も身体もすこやかに！アロハの心で楽しく踊ります。 50名
20 19:15～20:00 美しい姿勢をつくるヨーガ 背筋を伸ばし好印象に！身体を支える筋肉を刺激し、しなやかに動き、美しい姿勢に。 35名

木

21 9:15～10:00 水中ゆっくりウォーキング プール 浮力で足腰に負担がかかりにくい水中で、正しい歩き方を学び、無理なく徐々に筋力をつけます。 35名
22 9:30～10:30 ボディコントロール 託 ヨーガ･ピラティス･骨盤体操などの要素を盛り込み、柔軟性やバランス能力を向上させます。 40名
23 9:30～10:30 ダンベル＆ストレッチ 託 リズムに合わせ、ダンベル運動で全身の筋力をバランスよく鍛え、引き締まった身体づくりを！ 70名
24 10:10～10:55 アクアビクス＋ウォーキング プール・託 浮力や抵抗を利用し、正しい姿勢で歩いたり、リズムに合わせ全身運動を行います。 50名
25 10:50～11:50 親子スキンシップ体操 託 お子さまと楽しく運動しながら、育児の悩みも一緒に解消！　※対象は1歳～未就学児まで 30組
26 10:50～11:50 リフレッシュエアロ 靴・託 心も身体もリフレッシュ！　楽しく、気持ちよく、全身を動かし代謝の良い身体づくりを。 70名
27 12:50～13:40 ＺＵＭＢＡ　※水曜夜から変更 靴・託 ラテン･ディスコ･ベリーなど、さまざまな踊りを融合したダンスフィットネスで、爽快な汗を！　 40名
28 12:50～13:50 バレエ･エクササイズ 女・託 バレエの技術向上･健康増進に。ストレッチとエクササイズで体幹を強化し、ボディメイクします。 30名
29 14:00～15:00 ヨーガ 託 ヨーガの深い呼吸法と正しいポーズを覚え、精神の安定と身体の調整を行います。 35名
30 19:10～20:00 シェイプボクシング 靴 軽快なリズムに合わせ、フットワーク・パンチ等の有酸素運動で身体能力を高め、爽快な汗を！ 35名

金

31 9:30～10:30 ベーシックヨガ 託 ヨガが初めて、リラックスしたい、シニアの方などにおすすめのベーシックなヨガです。 40名
32 9:30～10:30 ヴォイストレーニング＆ストレッチ 託 身体の構造に基づいた、ヴォイスノウハウのポイントを体感し、ストレス解消と歌唱力アップに！　会場は畳です。 50名
33 10:50～11:50 骨盤体操 女・託 骨盤底筋群を引き締めて、明るく、はつらつボディメイクを！　※生後2ヶ月から1歳までの子ども同伴可　会場は畳です。 55名
34 10:50～11:50 アクティブエナジーＹＯＧＡ 託 強度が高めのポーズを行い、体幹を強化するとともに心もリフレッシュします。 40名
35 14:15～15:15 リラクゼーションフラ 女 ゆったりとしたハワイアンに合わせ、心身ともにリラックスし、癒しのひと時を。初心者向けです。 40名

土

36 9:20～10:20 気功太極拳 気功の基礎と太極拳の流麗な動きで、背筋を伸ばし、しなやかな身体へ。体内の気の流れを整えます。 70名
37 9:20～10:20 ブレス･エクササイズ 鼻･腹式呼吸、ロング･ショートブレスなどにより身体を内側から活性化し、基礎代謝を高め、太りにくい身体を。 35名
38 9:30～10:30 コンディショニングストレッチ 体重を利用し、全身の筋肉トレーニングとコンディションをアップするストレッチです。 40名
39 10:40～11:30 ダンスプログラム　※新規開講 靴 ３ヶ月ごとにダンスが変わります。４月はサルサで、５月に発表会があります。ほかHIPHOPやジャズダンスなどを予定。 35名
40 10:50～11:50 ゆっくりヨーガ スローな動きで、無理なくヨーガのポーズを行い心身のコンディションを整えましょう。 35名
41 11:00～11:50 脂肪燃焼エアロ 靴 ローインパクトで、筋肉のコンディションを整え行う有酸素運動です。爽快な汗を！ 70名

当日、券売機でチケットを購入するだけで
気軽に参加できる1回制の教室です。	

新宿コズミックセンター
スポーツフリー教室

会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室　対象：どなたでも� �
料金：中学生以下100円/1回、高校生以上400円/1回� �

当日、新宿コズミックセンター1階ロビー券売機にて種目ごとのチケットを購入し、直接会場へ。
※レガスポ！チケットでの参加はできません。

持ち物：室内用運動靴、運動ができる服装
その他：�休館日および祝日は休みです。また会場の都合などにより、練習日の変更または休みとな

る場合があります。
※�詳しい教室日程は、新宿コズミックセンターで毎月配布の「体育施設月間予定表」をご覧く
ださい。（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）�

①バレーボール教室
パス、トスからレシーブ、アタックまで、基本と応用をていねい
に指導。未経験の方もしっかりサポートしますので、安心してご
参加いただけます。楽しく元気にいい汗を流しましょう！
日時：毎週火曜日　9:30～12:00

※4月から火曜日に変わります。
協力：新宿区バレーボール連盟

②ソフトバレーボール教室
大きくやわらかなボールを使用するので、初心者におすすめで
す。失敗しても大丈夫！基本練習のあとは、ゲームにチャレン
ジしてみましょう！
日時：毎週火曜日　19:00～21:45
協力：新宿区バレーボール連盟

③バドミントン教室
基本練習やゲームを通して、バドミントンを楽しみましょう。
※初心者用にラケット・シャトルの貸し出しあり（持参歓迎）
日時：午前：第1・3水曜日　10:00～12:00

※4月から午前の教室は水曜日に変わります。
夕方：第2・4金曜日　16:30～18:30
夜間：第2・4水曜日　19:00～21:00

協力：新宿区バドミントン連盟

水～金曜日の託マークのプログラムは生後6ヶ月～未就学児のお子
さまをお預かりします。
（先着15名、300円/1講座）
当日8:30～9:00に電話Tel�03-3232-7701にて申し込みください。

託児サービスのご案内

気軽に始められる多彩なプログラムが満載！

あなたの健康づくりを応援します
！

事前申し込み
不要！
おひとりでの
参加大歓迎！　

高校生以上対象　※親子向け講座は乳幼児の年齢制限あり
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スポーツスポーツ 問合せ 新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）
Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンターのプールでみんなでじゃぶじゃぶ！

ハンディキャップスイムデー
温水プールで“水の効用”をお楽しみいただけます。
さまざまな障がいのある方と一緒に泳いだり、水中ウォーキングを行います。
日時：毎月　第2・4日曜日　9:00～11:00 

※時間内であればいつでも利用可。（退水は10:40）
※ただし更衣室の利用（更衣）を含め11:00まで。
※水泳教室ではありません。

会場：新宿コズミックセンター　地下１階プール　
 登録書配布および登録受付：3月20日(金) ～　新宿コズミックセンター　1階窓口　9:00～17:00平日のみ
※入場証は初回参加時に地下1階プール受付にてお渡しします。
※開催当日の登録・ご利用はできません。できるだけ3月中に申し込みください。
持ち物：水着、水泳帽、タオル、ゴーグル　など

みんなで レッツ エンジョイ スポーツ！

障がい者スポーツデー
障がいのある方にスポーツを楽しんでいただく場として、また障がいの異なる
方々がつどい、スポーツを通じて交流を深めることを目的とした施設開放です。
■水泳

日時：毎週火・木曜日（休館日・祝日・年末年始・夏季期間などを除く）　16:00～18:00
会場：新宿コズミックセンター　地下1階プール
持ち物：水着、水泳帽、タオル、ゴーグル　など

■卓球、ショートテニス など
日時：毎週水曜日（休館日・祝日・年末年始などを除く）　12:20～15:20
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
持ち物：運動ができる服装、室内用運動靴

申込み：  直接ご来場ください。※団体での利用または大体育室で上記以外の
種目をご希望の場合は、必ず事前にご連絡ください。

対象： 障がいのある方とその介助者　※プールは 障がい者用更衣室あり（車イス利用可。プールサイドへは、プール備付けの車イスをご利用ください）　料金：100 円（介助者は無料）

～水曜　夜のコース～
①リラクゼーション・ヨーガ
ヨーガの正しいポーズと呼吸法を学
び、凝り固まった腰や肩回りなど、
全身の筋肉と心をほぐしましょう。
就寝前のゆったりとした運動は、安
眠につながります。翌朝はさわやか
な目覚めと活力を！
日時： 5月20日～

7月22日の
毎週水曜日

（全10回）20:10～21:10
会場：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）

～木曜　午後のコース～
②ゆったり貯筋体操
美しく元気で疲れにくい身体を保つ
には、身体をゆるめ「凝り」や「こわば
り」を取り除き、新陳代謝をよくする
ことが大切！ご自身の体力に合わせ
運動できるため、初めての方でも安
心して参加できます。
日時： 5月21日～7月23日の毎週木

曜日（全10回）14:15～15:05
会場：地下1階多目的広場
講師：水田美由紀

（火・水曜
通年レガ
スポ！講師）

～木曜
　夜のコース～
③ボディメイク
長い間運動をしていない方、デスク
ワークの方、体型・メタボが気にな
る方を対象に、レベルに合わせグ
ループで楽しく行う筋肉トレーニン
グプログラムです。
日時： 5月21日～7月23日の毎週木

曜日（全10回）20:15～21:05
会場：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）

～金曜　午後のコース～
④ペットボトルで筋トレ
筋力・体力アップや、肩こり・介護予
防、身体の引き締めをめざす方におす
すめです。家でも手軽に実践できる筋
トレの正しい方法を学んで、しなやか
な身体をつくります。怪我予防にも！
日時： 5月22日～７月31日の毎週金

曜日（全10回）12:50～13:40
※7月24日は除く

会場：2階多目的室
講師：Kayoko

　　（レガスポ！登録講師）

in 新宿コズミックセンター (大久保3-1-2)

～水曜　夜のコース～
⑤ヴォイストレーニング＆ストレッチ
出しにくい音域を出しやすく！ ストレッチをとり入れながら基
礎＆応用トレーニングを行います。
日時：5月13日～7月15日の毎週水曜日

（全10回）19:00～20:00
会場：2階レクリエーションホール
講師：Chie（金曜通年レガスポ！講師）

in 住吉町生涯学習館(住吉町13-3)

～水曜　夜のコース～
⑥男性限定　筋トレ
骨格を支える筋肉を鍛え、瞬時に動けるしなやかな身体をめ
ざします。身体が変われば洋服の着こなしにも自信が！
日時：5月13日～7月15日の毎週水曜日

（全10回）19:30～20:20
会場：3階和室
講師：Kayoko（レガスポ！登録講師）

in 大久保スポーツプラザ(大久保3-7-42)

～木曜　午前のコース～
⑦ヴォイストレーニング＆ストレッチ
出しにくい音域を出しやすく！ ストレッチをとり入れながら基
礎＆応用トレーニングを行います。
日時：5月14日～7月16日の毎週木曜日

（全10回）10：00～11:00
会場：2階ワークルーム
講師：Chie（金曜通年レガスポ！講師）

in 戸山生涯学習館(戸山2-11-101)

～金曜　午前のコース～
⑧骨盤ヨーガ
骨盤まわりの筋肉をほぐし、全身のバランスを整え、姿勢を正
します。また肩こりや腰痛などを改善していきましょう！
日時：5月8日～７月10日の毎週金曜日

（全8回）10:00～11:00　※5月15日、6月19日は除く
会場：3階視聴覚室
講師：長友珠紀（水曜通年レガスポ！講師）

～金曜　午前のコース～
⑨健康ストレッチ
筋肉のこわばりや首・肩・腰まわりをほぐし、全身の疲労感な
ど、身体の不調を改善します。
日時：5月8日～７月10日の毎週金曜日

（全8回）11:15～12:15　※5月15日、6月19日は除く
会場：3階視聴覚室
講師：長友珠紀（水曜通年レガスポ！講師）

in 北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)

身近にあるペッ
トボトルを使用

女性限定

男性限定

出張
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対象：高校生以上の方  
定員：各30名（多数抽選、区内在住・
在勤の方優先）※最少催行各20名
料金： 全4,100円

（欠席時返金なし)
申込み：  4月15日(水）必着。郵便

はがき（52円）またはFax 
03-3209-1833へ記載例

（8面）のとおり記入し、新
宿コズミックセンターへ。

※ 在勤の場合は勤務先名称・所
在地を記入

※ ご案内は4月24日（金）までに
当選者のみに発送します。

①～④共通事項

短期スポーツプログラム

新宿コズミックセンターで人気のスポーツプログラムをお近くの施設で！

Web
一日の終わりに
心と身体の疲れを

取り除く

筋トレで
なりたい身体を
手に入れよう

初めての方も！
健康維持に運動
の習慣を

5月  初級卓球教室　
平成27年度はすべての時間帯を初心者や初級の方向けの教室とします。
気軽に卓球を始めてみませんか！
日時：5月7日・21日・28日  いずれも木曜日　各クラス全3回

〈午前クラス〉9:30～11:00※　〈昼クラス〉13:30～15:00　
〈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・在勤で全回参加できる方
定員：各クラス12名（多数抽選、初めての方優先）　料金：全1,500円
申込み： 4月16日（木）必着。所定の申込書（新宿コズミックセンターで配布）もしくは往復はがきに記

載例（8面）のほか、「希望クラス名」と「卓球歴」を記入し、新宿コズミックセンターへ（1名1応
募のみ）。抽選後、返信はがきを送付または4月23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、4月23日（木）以降の平日9:00～17:00。
※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。

新宿コズミックセンター
卓球台貸し利用方法の変更
4月より、完全入替制の区分貸出しといたします。（木曜日実施）

利用区分 時間 利用料金
(1台あたり)

A 9:00～11:00 2時間 1,000円
B 11:00～13:00 2時間 1,000円
C 13:00～15:00 2時間 1,000円
D 15:00～17:00 2時間 1,000円
E 17:00～19:00 2時間 1,000円
F 19:00～20:30 1時間30分    750円
G 20:30～22:00 1時間30分    750円

利用方法
① 各区分開始15分前から先着順で受け付

けます。
② 途中入退場の場合でも料金は変わりま

せん。
社会人優先台
① F区分G区分のみ新宿区在住･在勤の社

会人優先台を設置します。
② 受付の際に在住・在勤が分かる証明書

などを確認いたします。

対象：高校生以上の方　（⑥は男性、⑧は女性対象）
定員：⑤～⑦各25名（多数抽選、区内在住・在勤の方優先）

※最少催行各15名
⑧⑨各15名（多数抽選、区内在住・在勤の方優先）
※最少催行各15名

料金：⑤～⑦全4,100円（欠席時返金なし)
⑧⑨全3,300円（欠席時返金なし)

申込み：4月8日(水）必着。郵便はがき（52円）またはFax 03-
3209-1833へ記載例（8面）のとおり記入し、新宿コズミック
センターへ。※在勤の場合は勤務先名称・所在地を記入　
※ ご案内は4月17日（金）までに当選者のみに発送します。

⑤～⑨共通事項

Web

※午前クラスは4月より
　時間を変更します

事前登録制
（年度ごと）

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
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スポーツスポーツ 問合せ 新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）
Tel 03-3232-7701

学  習学  習

初心者対象

社交ダンス入門講座
ブルース、ワルツ、タンゴ、ジルバ、ルンバ、チャチャチャ6種目の基本ステップを学びます。
日時：4月2日～6月18日の毎週木曜日（全12回)18:30～20:30
会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
講師：新宿区ダンススポーツ連盟
対象：どなたでも
定員：80名（先着順）
料金：全9,850円（保険料を含む）
主催：新宿区ダンススポーツ連盟
申込み：�3月27日(金)必着。（ただし先着順のため定員になりしだい締め切り)�

往復はがきで記載例(8面)のとおり記入し、新宿区ダンススポーツ連盟へ。
問合せ：新宿区ダンススポーツ連盟　〒169-0075　新宿区高田馬場4-35-13�カルムB-101号　

Tel 03-5348-2951

ふな釣りにチャレンジ！
区民ふな釣り大会
日にち：4月19日(日)　当日、5:45までに新宿駅西口など区内各所に集合

　※詳しくは申し込み後にお知らせします。※雨天決行・強風荒天中止
会場：茨城県稲敷市　佐原向地一帯
対象：�区内在住・在勤・在学の方　50名（先着順）　�

※中学生以下の方は成人の同伴が必要です。
料金：5,000円（往復バス代・保険料などを含む、エサ代別途）
　　　※当日集金
主催：新宿区釣魚会連盟
申込み：�4月10日(金)必着（先着順）。電話もしくはFAXで記載例(8面)

のほか、貸し竿希望の有無を記入し、新宿区釣魚会連盟へ。
問合せ：新宿区釣魚会連盟　福本
　　　　Tel�090-2205-7532　Fax�03-3208-3531

レガス健康ウォーキング
桜をめぐってレガスまつりに行こう
外濠公園～新宿コズミックセンター　約8km
日時：4月4日（土）　受付8:40～9:00�
集合：外濠公園・JR四ツ谷駅四ツ谷口側入口(四谷1丁目)
最寄駅…ＪＲ中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」

コース：外濠公園・JR四ツ谷駅四ツ谷口側入口�(スタート)→牛
込橋→江戸川公園・神田川→甘泉園公園→戸山公園・箱根山
→新宿コズミックセンター (ゴール)

解散：12:00予定　新宿コズミックセンター (大久保3-1-2)
最寄駅…東京メトロ副都心線「西早稲田駅」／
JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田場場駅」
料金：400円
問合せ：新宿コズミックセンター　Tel�03-3232-7701

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

NPO法人新宿区ウオーキング協会　第122回例会
京浜運河沿い公園巡りウォーク
鮫洲運動公園～平和の森公園　約10km
日時：4月7日（火）　受付8:40～9:00
集合：鮫洲運動公園(品川区東大井1-4-11)
最寄駅…京浜急行電鉄「鮫洲駅」

コース：鮫洲運動公園�(スタート)→京浜運河緑道公園→大井
ふ頭中央海浜公園・なぎさの森→臨海斎場前→城南野鳥橋→�
城南島ふ頭公園→大田市場前→平和の森公園（ゴール）

解散：12:00予定　平和の森公園(大田区)
最寄駅…京浜急行電鉄「平和島駅」）
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
東京の都心ウォーク
新宿中央公園～日比谷公園　約9km
日時：4月15日（水）　受付8:40～9:00
集合：新宿中央公園水の広場前(西新宿2丁目)
最寄駅…都営大江戸線「都庁前駅」／東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」

コース：新宿中央公園水の広場前�(スタート)→靖国通り�→市ヶ
谷駅前→外濠公園→靖国神社→九段会館→日比谷公園（ゴー
ル）

解散：12:00予定　日比谷公園(千代田区)
最寄駅…東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線「日比谷
駅」
料金：400円
問合せ：新宿コズミックセンター　Tel�03-3232-7701

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

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

タネから育てる草花づくり講座
１年を通して草花栽培の基本を学びます。勉強会と、種まきや手入れ
などの実習で、楽しく活動していきます。
日にち 内容

4月24日(金）開講式、種まきの基本
5月19日(火）エコ植物サンパチェンスの植えつけ
5月28日(木） 4月時種まき後の苗鉢上げ
6月16日(火) 鉢上げ苗の植え替え
7月14日(火) 夏花壇の手入れ
9月8日(火) 秋の種まき
10月1日(木) 秋の育苗（苗鉢上げ、寒咲き花苗など）
11月10日(火) 秋冬花壇の製作、寄せ植えの基本
12月8日(火) 冬の草花管理
1月19日(火) 修了式（まとめ）、早春の花壇、プランター、室内植物の管理など

時間：10:00～12:00　※活動日以外に、月に1～2回程度の水やり当番があります。
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：髙橋孝文（種苗管理士､ サカタのタネ・ガーデンセンター横浜�園芸相談員）
定員：30名（多数抽選、区内在住･在勤・在学の方優先）　
料金：全10,000円（ただし活動月により種代など実費負担あり）　申込み：�4月9日（木）必着。

ラ　イ　フ　ア　ッ　 プ　講　座

日時（予定）：�5月20日、6月17日、7月15日、7月29日、8月26日、9月16日、
10月21日、11月18日、12月16日、1月20日、2月17日、3月16日　
いずれも水曜日　(全12回)　10:00～12:00

会場：赤城生涯学習館（赤城元町1-3）　講師：香山三紀（園芸研究家）
対象：区内在住・在勤・在学の方　若干名（多数抽選）　料金：全7,200円　
申込み：�4月20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�03-3266-

1794へ記載例（8面）のとおり記入し、赤城生涯学習館（〒162-0817赤城元町1-3）へ。

神楽坂で庭づくり体験   

赤城ガーデニング講座

やさしい経済と金融入門講座 
豊かな経済生活実現のために、証券投資の仕組みや基本的な知識と経済・金融の現状を学ぼう！！
会場：新宿コズミックセンター　3F大会議室　講師：NPO法人エイプロシス

① 4月25日(土)
10:00～12:00

NISAの概要と対象
金融商品の基礎知識

最近話題のNISA（少額投資非課税制度）の仕組みや
対象金融商品について

② 4月25日(土)
13:00～15:00

やさしい経済・金融
の基礎知識

経済・金融の基礎知識と日本の経済・金融の現状につ
いて

対象：どなたでも　定員：各回６０名
申込み：�NPO法人エイプロシスウェブサイト内「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（①～
②）、氏名、郵便番号、住所、電話番号を、�NPO法人エイプロシス東京本部事務局へ。

Web

Web

無料無料4月講座

問合せ 新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701
4月1日〜　新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

ベランダで楽しむファミリー向け野菜づくり講座
プランターや鉢で手軽に育てることができる野菜を作りませんか！
今回は細長い「マー坊（ナス）」と、愛らしい形の「スイートドロップ（ミ
ニトマト）」をセレクト。
※苗のお土産付（実習はありません）
日時：�4月23日(木)　Aコース：13:00～14:30　Ｂコース：15:00～16:30　※ABコースとも同内容
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：髙橋孝文（種苗管理士､ サカタのタネ・ガーデンセンター横浜�園芸相談員）
定員：各40名（多数抽選、区内在住･在勤・在学の方優先）　料金：1,300円　申込み：�4月9日（木）必着。

申込み：�往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFax�03-3350-4839へ記載例（8面）の
ほか、『ベランダで楽しむファミリー向け野菜づくり講座』はコース名を記入し、新宿文
化センター（〒160-0022�新宿6-14-1）へ。

Web

明るく楽しい“しゃべる”講座
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：5月8日～6月5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階集会室（大久保3-7-42)
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（多数抽選、区内在住・在勤・在学の方優先）
料金：全3,000円　申込み：�4月20日（月）必着。

http://www.aprosis.com/
http://www.aprosis.com/
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申込み：�各締切日必着（多数抽選）。往復はがきまたは受信可能なＦＡＸ
がある場合はFax 03-3350-4839へ記載例（8面）のとおり記
入し、新宿文化センター（〒160-0022�新宿6-14-1）へ。 Web

区民プロデュース
支援事業とは…

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

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

新宿区吹奏楽団　第26回定期演奏会
4月11日（土）開演�15時30分（開場�15時）
新宿文化センター　大ホール　入場無料
招待演奏　新宿区立四谷小学校�金管バンド
当日直接会場へ�問合せ:090-2244-6477�大津
http://www.doremi.or.jp/shinjuku/

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

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

30年のベテラン講師によるピアノ教室
幼児：音感教育�及び�レッスンマナー
小中高：基礎に重点
大人：初級は指の筋肉のトレーニングから
1回2000円　（簡単な選考面談あり）
セシリア会　09047404229　目白駅5分

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

展示中～3月26日(木）まで　友好都市作品交流展
3月27日(金) ～4月23日(木)　彩色水墨画展
展示場所：ギャラリーオーガード“みるっく”（歌舞伎町1-30）

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

3月 4月 の展示

新宿コズミックセンタープラネタリウム

学  習学  習

趣味
子供「茶の湯」「いけ花」教室
～茶の湯・いけ花教室～
日本の伝統文化である「茶の湯・いけ花」を学
び、「和の心」「おもてなしの心」を身につけま
せんか！
日時：�4月19日～3月13日のうち全13回(日曜

日)　①10:00～②13:30～③15:30～
(①②③は同内容です）

対象：小･中学生各クラス20名
会場：落合第二地域センター（中落合4-17-13）
料金：茶道：1回500円�いけ花：1回1,000円

(いずれも材料費込)
申込締切：4月8日(水)

趣味  親子陶芸教室
～ NPO法人

市民の芸術活動推進委員会～
図工室にて、親子で楽しく焼き物を作りましょ
う。講師は陶芸家です。
日時：�5月3日～2月21日のうち全20回(日曜

日)　10:00～12:00
対象：5～80歳の方35名
会場：ＣＣＡＡアートプラザ（四谷4-20）
料金：1回900円（材料費込）
申込締切：4月30日(木)

趣味
タブレット基本操作講座
～ NPO法人 テラ・ガーデン新宿～
タブレットを初めて使う方のための講座です。
教室の機材を使って、操作に必要なテクニック
を学びます。
日時：5月13日～6月3日の全4回(水曜日)

19:00～20:30
対象：50代以上の方15名
会場：テラ・ガーデン新宿(百人町3-1-6)
料金：全4回4,000円　申込締切：5月8日(金)

趣味  赤城陶芸教室
～赤城陶芸会～
初心者歓迎。世界でたった一つの茶碗を作っ
てみませんか。
日時：�5月7日～9月17日のうち全10回(木曜

日)　13:30～15:30
対象：20歳以上の方18名　
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
料金：全10回12,500円(材料費込)
申込締切：4月20日(月)

健康・スポーツ  若返り！
アンチエイジングストレッチ
～ひとまちネット神楽坂～
無理なく続けられるストレッチ「志小田流アンチ
エイジング体操」で、いつまでも若々しい身体
を維持していきましょう。
日時：�5月12日～�2月23日のうち全20回(火

曜日)　10:00～11:30
対象：20歳～概ね70歳代の方20名
会場：牛込箪笥地域センター（箪笥町15）
料金：全20回10,000円
申込締切：5月8日(金)

健康・スポーツ  
健康体操　自彊術
～戸山自彊の会～
元気はご自身でつくりましょう！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。体力に自信のない方でも参加できます。
日時：�5月13日～2月17日のうち全20回(水曜

日)　13:30～15:00
対象：40歳以上の方17名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
料金：4回分2,000円　申込締切：4月20日(月)

ダンス   
楽しい！初めての社交ダンス
～新宿きずなサークル～
楽しい社交ダンス入門講座。基礎的なステップ
を繰り返し練習します。どなたでも参加できます。
日時：�5月12日～2月23日のうち全20回(火曜

日)　17:45～19:15
対象：どなたでも20名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
料金：半期(10回)5,000円
申込締切：5月1日(金)

音楽  四谷うたごえサロン
～四谷うたごえサロン～
暮らしの中に歌声を！馴染みのある歌を声高
らかに歌い、仲間づくりや心身の健康へとつな
げましょう。ぜひ参加ください。
日時：�4月18日～2月20日のうち全10回(8月

を除く第3土曜日)　13:00～15:00
対象：どなたでも20名　会場：四谷ひろば（四谷4-20）
料金：1回500円(別途、歌集1,415円)
申込締切：4月10日(金)

音楽
みんなで元気にコーラスを !
～おとめの会～
基礎からの腹式呼吸発声法で、年齢に負けな
い美しい発声を！楽しい指導で、レッスンが待
ち遠しくなります。
日時：�5月12日～2月23日のうち全20回(火曜

日)　10:00～11:45
対象：50歳以上の方24名
会場：下落合地域交流館(下落合3-12-33)
料金：１ヶ月(2回)2,000円　申込締切：4月27日(月)

音楽
抒情歌を歌う
～抒情歌を歌う会～
馴染みのある抒情歌や、季節にちなんだ歌を
楽しく歌いましょう。丁寧な発声練習あり。男
性・初心者・高齢者歓迎。
日時：�5月19日～2月16日のうち全20回(原則

第1・3火曜日)　14:00～16:00
対象：中高年の方37名
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
料金：全20回20,000円�半期(10回)11,000円
申込締切：4月27日(月)

音楽
小学生からの合唱教室
～早稲田少年少女合唱団～
歌うことが大好きな仲間と一緒に楽しくレッス
ン。合唱は思いやりの心や創造性を育てます。
中学生・高校生、男子も大募集！
日時：�4月18日～8月29日のうち全18回(土曜日

※6月21日のみ日曜日)　9:00～12:00
対象：小学2年生～高校生�25名
会場：早稲田小学校(早稲田南町25)
料金：1回500円　申込締切：4月6日(月)

音楽  少年少女合唱教室
神楽坂で歌おう！
～新宿区少年少女合唱団～
学校・学年を超えた仲間と、発声の基本から
さまざまな歌を楽しく練習。合唱が初めてとい
うお子さまにもハーモニーの魅力を！
日時：�5月16日～1月30日のうち全20回(土曜

日)　14:00～16:00
対象：小学生～高校生22名(未就学児は要相談）
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
料金：1回500円　申込締切：4月30日(木)

一般教養  一般教養講座
（木曜午後コース）
～木曜会～
身近なテーマを中心に、各分野の講師を招き、幅広
い話題を楽しく学習します。ぜひ一緒に学びましょう。
日時：�4月9日～2月25日のうち全20回(木曜

日)　13:00～15:00
対象：55歳以上の方35名
会場：落合第二地域センター(中落合4-17-13）
料金：半期(10回)4,000円
申込締切：3月31日(火)

一般教養  中高年教養講座
北新宿新水会
～北新宿新水会～
定年後や子育てを卒業した方が楽しく充実感
ある講義や課外研修に参加。一流講師の変化
に富んだ内容です。絆が暮らしを明るくします。
日時：�5月13日～2月17日のうち全20回(水曜

日)　13:30～15:30
対象：55歳以上の方70名
会場：北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)
料金：半期(10回)3,500円
申込締切：4月20日(月)

講座参加者募集
運営団体（サークル）が新宿未来創造財団から事業支援を受けて自主的に企
画する事業です。申し込みに際しお預かりした個人情報は、新宿未来創造
財団から運営団体（サークル）に提供させていただきます。

春から新しいことを始めてみませんか
区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業

区民を対象に、趣味・一般教養・生活・スポーツ・家庭教育・子育て・国際交流などの講座やイベ
ントを企画運営してみませんか。優れた講座・イベントに対し支援します。
募集内容：区民（主に初心者）を対象とした各種講座・イベントの企画と運営
募集対象：自主的に活動する区内の団体（サークル）
支援内容：施設の優先予約、広報周知、支援金の支給　
支援対象期間：10月1日(木) ～平成28年3月31日(木)
募集期間：4月20日(月) ～6月5日(金)17:00まで
応募方法：�所定の用紙に必要書類を添付し、必

ず事前予約のうえ、新宿文化センター
へ持参。

※�詳しくは、新宿文化センター、新宿コズミック
センター、各生涯学習館、各地域センターで
配布の「活動団体支援制度のご案内」をご覧く
ださい。（募集要項は4月20日(月)から配布。
新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロー
ド可。）

春番組
マゼランの大航海と春の星空
16世紀の大航海時代にその名を残すマゼランのお話と、
からす座のお話を投影します。
投影日：3月21日（土祝）、4月11日（土）・19日（日）・25日（土）

5月5日（火祝）・6日（水休）・9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（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

問合せ　Tel 03-3232-7701

問合せ 新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701
4月1日〜　新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

区民を対象とした講座やイベントを企画・実施してみませんか！
皆さまの企画をお手伝いします。

平成27年度区民プロデュース支援事業
第2回実施団体募集のお知らせ

説明会の開催のお知らせ
日時：4月28日（火）

①13:30～15:00��②19:00～20:30
会場：新宿文化センター（新宿6-14-1）　4階会議室
説明会前日までに電話またはFax�03-3350-
4839で新宿文化センターまで申し込み。
※上記日程に参加できない場合は、
　別途個別説明いたします。

Web

http://www.doremi.or.jp/shinjuku/
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お知らせお知らせ

（（4月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター13日（月）　／大久保スポーツプラザ20日（月）　／新宿歴史博物館13日（月）･27日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉13日（月）　〈戸山･北新宿〉27日（月）　／�新宿文化センター14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6日（月）･13日（月）･20日（月）･27日（月）

申込先
新宿コズミックセンター
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
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

新宿未来創造財団からのお知らせ
新宿未来創造財団は、おかげさまで4月に5周年となります。
4月より、以下の組織体制で新たな一歩を踏み出します。
これからも、皆さまの信頼に応えるベストパートナーとして、地域活動の活性化を支援し、活力あ
る新宿の未来を創造するために、尽力していきます。
新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701 各課の問合せ
経営課 財団の運営および総務庶務、広報など 03-3232-7701審査･経理課 経理など

地域交流課
地域スポーツ･文化事業、学校施設開放、夏休み学校プール
開放、コミュニティスポーツ大会、新宿青年教室、多文化交
流事業、外国人相談、日本語教室、地域人材ネットなど

03-3232-5121

子ども支援課 放課後子どもひろば、子どもおよび青少年対象事業 03-3232-5122

スポーツ課
新宿区民総合体育大会、スポーツ教室･講座などのスポー
ツ振興および健康づくり事業、障がい者支援事業など
新宿コズミックスポーツセンター、大久保スポーツプラザ、
屋外運動施設、プラネタリウムなどの管理運営

03-3232-7701

マラソン課 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン統括
新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

学芸課
文化財関連展示および講座、文化財資料の保存研究、文化資源ネットワークなど
新宿歴史博物館、林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリ
エ記念館の管理運営

新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

文化･学習課
舞台芸術公演などの実施、生涯学習講座、区民プロデュース支援事業、新宿
区生涯学習フェスティバルなど
新宿文化センター、生涯学習館の管理運営

新宿文化センター
パート職員募集
募集職種：①窓口業務（施設貸出など）、電話対応業務など

　②窓口業務（チケット販売）
　③事務、各種事業・施設の運営に関する補助

応募資格：国籍・年齢・学歴不問　
　エクセル・ワードなどのパソコン操作ができる方

雇用期間：4月～平成28年3月31日　勤務成績が良好な場合は、雇用期間更新あり
待遇：�時給920～940円　交通費…日額上限500円　休暇…年次有給休暇など
勤務時間：①9:00～16:00または12:00～19:00　

　②8:45～12:45
　　③17:00～21:00（一部曜日16:00～21:00の場合あり）　
　　①③週3～4日　②週4日

選考方法：面接（指定日時に実施。要履歴書持参)
申込み･問合せ：新宿文化センター　〒160-0022�新宿6-14-1　Tel�03-3350-1141

クラブ名(曜日) 対象 期間/回数 会場
1 レガス子どもクラブ～総合体験～ 小学1～6年生 5月17日～3月6日　全20回 新宿コズミックセンターほか
2 小学生スポーツ教室（水） 小学1～6年生 5月20日～2月10日　全25回

�新宿コズミックセンター

3 フットサルクラブ小学生A（金） 小学1年生　2年生初心者 5月29日～3月18日　全30回
4 フットサルクラブ小学生B（金） 小学2年生経験者　3年生 5月29日～3月18日　全30回
5 フットサルクラブ小学生C（金） 小学4～6年生 5月29日～3月18日　全30回
6 英語クラブコズミックⅠ（火） 小学1～2年生 5月19日～2月2日　全25回
7 英語クラブコズミックⅡ（火） 小学3～4年生 5月19日～2月2日　全25回
8 英語クラブ花園小Ⅰ（木） 小学1～2年生 5月21日～2月18日　全25回 　花園小学校　3階視聴覚室

　（新宿1-22-1）9 英語クラブ花園小Ⅱ（木） 小学3～4年生 5月21日～2月18日　全25回
10 英語クラブ落合第三小Ⅰ（金） 小学1～2年生 5月22日～2月5日　全25回　 　落合第三小学校　1階会議室

（西落合1-12-20）11 英語クラブ落合第三小Ⅱ（金） 小学3～4年生 5月22日～2月5日　全25回

12 料理クラブ（水） 小学3～6年生 前期：5月13日～9月16日　全8回
後期：10月7日～2月17日　全8回 四谷地域センター（内藤町87）

13 図工クラブ（火） 小学1～6年生 5月12日～1月26日　全23回 CCAAアートプラザ（四谷4-20　四谷ひろば内）
14 水泳クラブ(金) 小学3～6年生 6月26日～10月30日　全13回 新宿コズミックセンター

第2回新宿区
小学生囲碁大会
結果報告
3月1日(日)新宿コズミックセンター
にて開催されました。

青少年と異文化交流
新宿区友好都市 ドイツ・ベルリン市ミッテ区への

派遣青少年大募集
新宿区では友好都市であるベルリン市ミッテ区と青少年交流事業として派遣と受入をそれぞれ隔年
で実施しています。
新宿区の代表としてベルリン市ミッテ区を訪問し、現地の青少年とホームステイなどの異文化体験を
通して、二都市間の相互交流活動を行う青少年を募集します。日本とは異なるベルリン青少年の文
化や思想、習慣を体感し、今後の両都市友好関係の発展を図ります。
派遣先：ドイツ連邦共和国ベルリン市ミッテ区
派遣期間：8月18日（火）～30日（日）まで（12泊13日）
費用：�往復渡航費は各自負担（20万円程度）�。現地での宿泊費・食費は原則ミッテ区が負担予定
活動内容：�事前学習会、ベルリン市内見学、現地の人々との交流、ホームステイ、帰国後の報告書

作成、2016年ミッテ区青少年受入の企画・参加。
活動テーマ：青少年交流を通して異文化を学ぶ
募集人数：�新宿区内在住・在勤・在学で、2015年4月1日現在15歳以上25歳未満の方12名

　※中学生を除く
申込み：�5月20日(水)必着。実施要綱を確認の上、所定の参加申込書に必要事項を記入し新宿コズ

ミックセンターまで。実施要綱および参加申込書は新宿区内公共施設で配布中。新宿未来
創造財団ウェブサイトからダウンロードもできます。

※�2015年ミッテ区への訪問と、2016年3〜4月頃の日本での受入プログラムの両方に参加できる
青少年を募集します。

問合せ：新宿文化センター　Tel�03-3350-1141　
　4月1日～�新宿コズミックセンター　Tel�03-3232-7701　

19路盤の部
優勝 本道杏樹(4年生)
準優勝 丸尾梅花(3年生)
第3位 本道史門(2年生)

13路盤の部
優勝 矢治真帆(2年生)
準優勝 菅谷拓和(6年生)
第3位 山際哲平(1年生)

9路盤の部
優勝 小野泰生(4年生)
準優勝 菊池慧也(2年生)
第3位 岩田純輝(5年生)

予 告
新年度も多彩なプログラムをお届けいたします。
詳しくは4月5日号でお知らせいたします。
問合せ：子ども･地域課　Tel�03-3232-5122　
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新年度の子ども向けプログラム
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