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子ども未来講座

宇宙の学校

宇宙のことだけでなく身近な不思議を実験や工作で楽しく学ぼう！
全4回にわたるスクーリングには、おもしろいプログラムが満載です。
またご家庭でもできる実験などを
写真やイラストで説明したテキストを配布します。

designed by Freepik.com

日時：別表参照 全4回 9:30～11:30
会場：新宿コズミックセンター
対象：Aコース：小学1・2年生40組 ※保護者同伴
Bコース：小学3～6年生40名
(多数抽選 区内在住･在学の方優先)
共催：NPO法人 子ども・宇宙・未来の会、
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
宇宙教育センター
申込み：6月14日（日）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にて、記載例（4面）のほか学校名・学年・保護者
Web
氏名
（同伴の場合）
・緊急連絡先を記入し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122

日程
（全4回）

C ont e nt s
各種スポーツ教室

2面

健康ウォーキング情報

3面

親子で学ぶ
お金の使い方講座

4面

プログラム
（予定）

6月28日(日)

開校式 オリエンテーション
プラネタリウムドームで不思議な映像体験

8月23日(日)

Aコース：飛ぶ種をつくろう
Bコース：アポロ宇宙船パズルに挑戦

10月4日(日)

Aコース：夜空のお話＆星座パズルを描こう
Bコース：風で動く車をつくろう

12月6日(日)

Aコース：ストローロケットを作って親子で飛ばそう
Bコース：フィルムケースロケットを飛ばしてみよう
レポート発表 閉校式

レガスサイエンスクラブ

Vol. 2

広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

オリジ ナルハウスを
つくろう！
大人

の手
か わ の ひらサ
いい
身近なものを“カガクする”レガスサイエンスクラブ第2
お 家 イズ の
です

弾は、建築にまつわる教室です！建築を学ぶ大学生の皆
さんが先生となって、透明なアクリル板でオリジナルハ
ウスを建てるよ。
会場：新宿コズミックセンター 3F大会議室
日にち

コース

時間

対象

1・2年生
6月20日 Aコース 10:30～12:00
※要保護者同伴
（土）
Bコース 14:00～15:30 3〜6年生
定員：各回30名（多数抽選

区内在住・在学の方優先）

れ！
あ つま
建築家
な
さ
小

料金：900円
（材料費込み）
協力：学校法人工学院大学科学教育センター
申込み：6月9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にて、
Web
記載例（4面）のほか学校名・学年・保護者氏名
（同伴の場合）
・緊急連絡先・希望コースを記入
し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122

1

スポーツ
25m泳げるようになろう！

レガス水泳クラブ

小学生
初心者対象

年に2回の記録会があるよ。
日時：6月26日～10月30日毎週金曜日 全13回
16:15～17:45 ※7月24日〜8月28日を除く
会場：新宿コズミックセンター地下1階 プール
対象：区内在住・在学の小学3～6年生30名
（最少催行人数15名）
(多数抽選 区内在住・在学の方優先)
Aコース…頭まで水にもぐれる・水に浮いて進める
Bコース…一つの泳法で15m以上泳ぐことができる
料金：全5,200円 協力：新宿区水泳連盟
申込み：6月10日
（ 水 ）必 着。 往 復はがきまたは受 信 可 能なFAXが ある場 合はFax03-32091833にて、記載例
（4面）
のほか学校名・学年・保護者氏名
（同伴の場合）
・緊急連絡先・
Web
希望コースを記入し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122

なぎなた初心者・土曜日教室

なぎなたは生涯スポーツで、年齢や性別に関係なく
取り組むことができる武道です。
日時：7月4日～25日の毎週土曜日
（全4回）
10:00～11:30
会場：新宿スポーツセンター
第二武道場
（大久保3-5-1）
対象：区内在住・在学・在勤で小学生以上の方
10名
（多数抽選）
料金：全2,300円
（用具使用料、保険代含む）
主催：新宿区なぎなた連盟
申込み：6月15日(月)必着。往復はがきまたはＥメールで、
記載例(4面)のとおり記入し、新宿区なぎなた連盟へ。
※なぎなたは用意します。動きやすい服装
（スカート・タイツ不可）
、裸足で参加のこと。
問合せ：新宿区なぎなた連盟 はがきは〒161-0033 新宿区下落合1-4-18 彰文ビル 601号
室 荒川あて、 はshinka82@yahoo.co.jp 富澤まで
※7/29～8/8小中学生限定教室を実施予定

古くって新しい
なぎなた、ご参加を
お待ちしています

グラウンド・ゴルフ初心者教室

グラウンド・ゴルフは、ゴルフをアレンジした
健康増進・仲間づくり！
どなたでも気軽に楽しめるスポーツです。道具
グラウンド・ゴルフを
は不要です
（貸し出しあり）
。
運動靴に軽装
（スカート不可）
でご参加ください。 はじめよう
日時：6月6日(土)13:30～15:30
（雨天中止）
会場：戸山多目的運動広場(戸山3-2)
対象：どなたでも
定員：20名
料金：300円
（多数抽選）
主催：新宿区グラウンド・ゴルフ協会
申込み：6月3日(水)必着。往復はがき・TEL・ＦＡＸ・Eメールのいずれかで記載例（4面）のほか経験
の有無（有りの場合経験年数）
・同伴者（あれば）の氏名（ふりがな）を記入し、新宿区グラウ
ンド・ゴルフ協会へ。※当選者のみ、6月4日(木）
までに返信
問合せ：新宿区グラウンド・ゴルフ協会 川上 〒160-0022 新宿区新宿6-13-10-704
kawakami@juno.ocn.ne.jp
Tel/Fax 03-3352-9664

東京都体育協会 シニアスポーツ振興事業

新宿区シニアダーツ講習会

この機会にダーツにチャレンジしてみよう！
自宅でもできる楽しい生涯スポーツです。
基本から指導しますので、初めての方も気軽にご参加ください。
日時：7月4日～25日の毎週土曜日(全4回)18:30～20:30
会場：西戸山生涯学習館
（百人町4-7-1）
対象：区内在住・在勤の60歳以上の方 10名
区内在住・在勤の60歳未満の方 5名
（いずれも多数抽選）
料金：全1,000円
（当日集金）
主催：
（一社）
新宿区体育協会、
（公財）
東京都体育協会、東京都 主管：新宿ダーツアミティ
申込み：6月24日（水）必着。往復はがきに記載例（4面）のほか、区内在勤の場合は勤務先名称・所
在地を記入し、新宿ダーツアミティへ。
問合せ：新宿ダーツアミティ 進藤 〒161-0032 新宿区中落合2-11-21 Tel 03-3954-3881

出張

新しいことを始めたり、体験してみませんか！
区民プロデュース支援事業

講座参加者募集

区民プロデュース支援事業とは、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。

ブラジル生まれのカポエィラ体験ワークショップ
〜ＮＰＯ法人カポエィラ・テンポ〜

ダンスと格闘技が融合したブラジル生まれの
「カポエィラ」
をこの機会にぜひ体験してみませんか！
ブラジル出身講師と日本人アシスタントが楽しくレッスンします。
日時：6月20日
（土）
①12:30～13:30 ②14:00～15:00 ※①と②は同内容です。
会場：新宿コズミックセンター 地下１階 小体育室
対象：6歳～50歳代 定員：100名
（多数抽選）
料金：大人1,000円 学生500円
申込み：6月18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
03-3350-4839へ記載例(4面)のほ
Web
か、希望時間①または②を記入し、新宿文化センターへ。
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

7月初級卓球教室

初心者や初級の方向けの教室です。気軽に卓球を始
めてみませんか！ ※8月の教室はありません。
日時：7月2日・9日・16日・30日 いずれも木曜日
〈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

軟式野球大会（兼・第2回軟式野球連盟大会）
出場チーム募集

日時：7月中旬～12月の日曜日および祝日
（予定） 会場：西戸山公園野球場
（百人町4-1）
ほか
対象：区内在住・在勤の中学生を除く15歳以上（平成27年4月1日現在）で構成されたチーム、また
は、新宿区軟式野球連盟登録チーム
定員：約180チーム
（1チーム：監督・代表者含め12～20名）
料金：1チーム2,000円
（別途連盟経費11,000円が必要です） 主管：新宿区軟式野球連盟
申込み：6月13日
（土）
18:00～20:00に新宿コズミックセンター 5階大研修室へ①参加料②申込
書③参加者名簿
（代表者名とチーム全員の氏名・生年月日・住所記載）
をお持ちください。
※新宿区軟式野球連盟登録チームは連盟所定の方法で申し込むこと
※大会要項・申込書は、新宿コズミックセンターで配布のほか、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：6月20日
（土）
受付18:00～、会議開始18:30〜
新宿コズミックセンター 5階大研修室 ※欠席の場合は棄権とみなします。
問合せ：新宿区軟式野球連盟 金子 Tel 090-8348-1692

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目指しましょう。
身体が変われば洋服の着こなしにも自信が！
日時：7月22日～9月30日の毎週水曜日
（全10回）
19:30～20:20
※9月23日は除く
会場：大久保スポーツプラザ 3階和室
（大久保3-7-42）
講師：Kayoko
（レガスポ！登録講師）
対象：高校生以上の男性
定員：25名
（区内在住・在勤の方優先、多数抽選） ※最少催行15名
料金：全4,100円
（欠席時の返金なし 郵便振替にて支払い)
申込み：6月17日(水）
必着。はがき
（52円）
または受信可能なFAXがある場
合はFax
03-3209-1833へ記載例
（4面）
のとおり記入し新宿コズ
Web
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
※当選者のみ、6月26日(金）
までに返信
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

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
（多数抽選、初めての方優先）
定員：各クラス12名
料金：全2,000円
（欠席時の返金なし）
申込み：6月11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（4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

新宿区民総合体育大会

2

男性限定

夏講座

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。抽選後、返
信はがきを送付または6月18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。※電話での当落問い合わせは平日9:00
～17:00。 ※安全上、小学生は往復時と教
室時間中の保護者の付き添いが必要です。
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

新宿区中学生野球大会
参加チーム募集

無料

日時：7月20日
（月祝）
・23日
（木）
・27日
（月）
・30日
（木）
・31日(金）
、8月1日(土）
の6日間
※雨天順延 予備日8月5日(水）
会場：落合中央公園野球場(上落合1-2)
対象：区内在住・在学の中学生で構成された16チーム
（先着順）
主管：新宿区軟式野球連盟
協力：新宿区少年軟式野球連盟
申込み：6月22日(月）
締切。所定の申込書を記入し新宿コズミックセ
ンターへ。
受付時間9:00～19:00 ※休館日の6月8日(月）
は9:00～16:30
※大会要項・申込書は、新宿コズミックセンターで配布の
ほか、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：6月26日(金)19:00～ 新宿コズミックセンター 3階小会議室
（要出席）
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

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
一 歩 一 歩 、 健康
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

情報

NPO法人新宿区ウオーキング協会第124回例会

レガス健康ウォーキング

いきいきウォーク新宿

日時：6月9日
（火）
受付8:40～9:00(解散12:00予定）
集合：金町駅北口(葛飾区金町6丁目)
最寄駅…ＪＲ常磐線
「金町駅」／京成金町線
「京成金町駅」

日時：6月17日
（水）
受付8:40～9:00(解散12:00予定）
集合：本蒲田公園(大田区蒲田5-35-1)
最寄駅…ＪＲ京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」
※中央改札東口

日時：6月26日
（金）
受付9:10～9:30(解散12:00予定）
集合：榎町地域センター (早稲田町85)
最寄駅…東京メトロ東西線
「早稲田駅」

しばられ地蔵から水元公園へ
金町駅北口～金町駅 約10km

コース：金町駅北口 (スタート)→東水元公園→南蔵院(しばられ
地蔵)→水元公園→葛西神社→柴又ピクニック広場→矢切の渡
し→葛飾柴又寅さん記念館→柴又帝釈天→金町駅
（ゴール）
解散：金町駅
最寄駅…ＪＲ常磐線
「金町駅」／京成金町線
「京成金町駅」
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

蘇った東京の川を辿るその１ 呑川＆本門寺を訪ねて
本蒲田公園～中根公園 約9km

コース：本蒲田公園 (スタート)→新呑川→池上通り→池上本門
寺→東調布公園→緑が丘駅前→中根公園
（ゴール）
解散：中根公園(目黒区中根2-6-33)
最寄駅…東急東横線
「都立大学駅」
料金：400円
問合せ：スポーツ課 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）

無料

榎町地区楽しく、いきいきウォーク
榎町地域センター～鶴巻南公園 約4km

コース：榎町地域センター (スタート)→鶴巻南公園→鶴巻小学
校前→鶴巻町東→江戸川公園→面影橋→甘泉園公園→西早稲
田→鶴巻南公園
（ゴール）
解散：鶴巻南公園(早稲田町78)
最寄駅…東京メトロ東西線
「早稲田駅」
問合せ：新宿区健康部健康推進課健康事業係（第二分庁舎分館
１階） Tel 03-5273-3047

お知らせ
新宿区民総合体育大会

新宿区民踊大会

第3回 全日本小中学生
ダンスコンクール 東日本大会

無料

区内で活動するみなさんが、全国各地の民踊を披露します。
この機会に日本の伝統と心に触れてみませんか！
友好都市である長野県伊那市からも愛好団体が出演します！
日時：6月14日
（日）
10:00～17:00
会場：新宿文化センター
大ホール
（新宿6-14-1）
主管：新宿区民踊連盟

あなたも大ホールの舞台に！

新宿文化センター
第九合唱団員募集

今後の活躍が期待される指揮者チョン・ミンと一流の
ソリスト・オーケストラとともに、第九に出演します。
合唱が初めての方のご参加もお待ちしております。
日時：7月8日
（水）
から毎週水曜日または金曜日
（全30回程度）
18:30～21:00
※練習の進捗状況によって、ほかの曜日に練
公演日：12月5日
（土）
習を行う場合があります。
会場：新宿文化センター 大ホール
会場：新宿文化センター 小ホール
指揮：チョン・ミン
講師：山神健志
独唱：日比野幸
（S）
、竹本節子
（A)、
対象：7割以上練習に参加できる方
小原啓桜
（T）
、福島明也
（Br）
定員：200名程度(各パート先着順)
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
料金：新宿区民の方：12,000円
新宿区外の方：18,000円 ※楽譜･チケット代などを除く
申込み：定員に達し次第締め切り。新宿未来創造財団ウェブサイト内専用申込フォーム、または新
宿文化センターで配布中の参加申込書に必要事項を記入し、新宿文化センターまで郵送ま
Web
たは持参。

出場チーム大募集！
授業やクラブ活動、ダンススクールなどで練習したリズムダンスのパフォーマンスを、晴れの舞台
で披露する大会です。この夏、仲間と一緒に楽しく踊ろう！ふるってのご応募をお待ちしています。
日時：8月13日
（木） 小学生部門
（学校参加の部）
14日
（金） 小学生部門
（オープン参加の部）
15日
（土） 中学生部門
会場：新宿文化センター 大ホール
（新宿6-14-1）
対象：小学校、中学校に通う児童・生徒、5名以上40名程度で編成したチーム。
部門と受付期間：小学生部門
（学校参加の部） 6月26日
（金）
必着
小学生部門
（オープン参加の部）
および中学生部門 6月15日
（月）
必着
コンクールウェブサイトより、所定のエントリーフォームをダウンロードし、Eメー
ルまたはFAXにて申込みください。
主催：朝日新聞社
問合せ：全日本小中学生ダンスコンクール事務局 〒104－8313 中央区銀座7-16-12 G-7ビル
（平日10:00～12:00･13:00～17:00）
朝日広告社内 Tel 03-3547-5570
dance@ad.asakonet.co.jp http://www.asahi.com/event/dance/

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

6月～9月の期間、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。
料金：大人400円 中学生以下100円 超過料金：1時間ごとに大人200円、中学生以下50円
プール２時間制
月
6月

絵と書がつなぐ交流の輪

友好都市児童・生徒作品交流展

－作品募集－

【作品展日程・会場】

10月17日
（土）～20日
（火）
新宿駅西口広場 イベントコーナー（予定）
毎年新宿区内の児童・生徒の皆さんの絵画・書道作品を「友好都市児童・生徒作品交流展」で
展示するとともに、海外友好都市（ギリシャ・中国）に作品を贈呈し、交流をしています。今年
も展示作品を広く募集します。あなたの作品で海外との友好の橋渡しをしてみませんか？
対象：新宿区に在住の3歳から15歳
（中学生まで）
の方。
テーマ：自由
（ただし、マンガ・アニメを題材にした作品はご遠慮ください）
素材・大きさ：① 絵画作品…縦横とも1m以内まで。額縁などは使用しないでください。
② 書道作品…通常の半紙大のもの。または長さ2m以内までのもの。
※①②とも展示の都合上、立体物はご遠慮ください。
申込み：8月31日(月)必着。出展希望の方には、作品に貼付していただく「ラベル」を郵送いた
します。下記問合せ先までお知らせください。また、ラベルは新宿未来創造財団ウェブサイト
からダウンロードすることもできます。
問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121

7月

8月

9月

25mプール
時間
コース数
土日
9:00～21:45
4コース以上
※ただし14日、28日は11時まで貸切			
※8日は休館日のため休業
全コース
・土日祝日
9:00～21:45
※木曜を除く
・21日～31日の毎日
※ただし12日は11時まで貸切、24日は13時まで貸切
※13日は休館日のため休業
全コース
毎日
8:00～21:45
※木曜を除く
※10日は休館日のため休業
土日
9:00～21:45
4コース以上
※ただし27日は11時まで貸切
※14日は休館日のため休業
対象日

幼児用
プール
一部団体貸切あり

開放

開放
一部団体貸切あり

問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

広告スペース

レガスパーク

内山ピアノ教室☆生徒募集 ☎3952-6225
幼児～大人 初心者歓迎 楽しく丁寧なレッ
スン♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分
NHK講師他の英会話/フランス語/スペイン語
50～70代クラス/小中高クラス/TOEICクラス
1回￥1620～新宿/池袋教室03(5738)8783WING

お問い合わせは直接各ご連絡先まで
プリザーブドフラワー教室 生徒募集
2800円（ 花 材 費 込 み ） で お 試 し レ ッ ス ン
受 付 中！ プ リ ザ ＊ プ ラ ザ 東 新 宿 駅 徒 歩
2分 090-5199-8215 森下

広告掲載申込

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/
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多文化

問合せ 地域交流課 Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

問合せ・外国人相談コーナー

がいこくじん

に ほん ご

外国人による日本語スピーチコンテスト

しゃべれおん’
１5
に ほん

べんきょう

せいかつ

がいこくじん

じ

日本で勉強し、生活している外国人のみなさんが自
ぶん

たい けん

かんが

はな

ねつ

分の体験や考えを話します。熱のこもったスピーチ
たの

をお楽しみください。
にち じ

がつ は つ か

ど

（土）
12:30～16:30
日時：6月20日
かいじょう

しんじゅくぶん か

かい しょう

しんじゅく

会場：新宿文化センター ３階 小ホール
（新宿６－１４－１）
たいしょう

りょうきん

む りょう

対象：どなたでも 料金：無料
きょうさい

とうきょうしんじゅくひがし

とうきょうすみ だ がわ

共 催：東京新宿東ライオンズクラブ、東京隅田川ライ
こうえん

しんじゅく く

オンズクラブ 後援：新宿区

くに

とも

International Exchange Salon

こ く さ い こ う りゅう

がい こく

ひと

に ほん

こと

とも だち

ひと

に ほん ご

はな

外 国 の人と友 達になりたい人、日本 語を話したい、
し

がい こく

ひと

あつ

日本の事をいろいろ知りたい外国の人たちが集まっ
たの

はなし

ば しょ

て楽しくお話をする場所です。
にち じ

まいつきだい

きんよう び

がつ

がつ

ねん

かい

日時：毎月第2金曜日
（4月から3月まで年12回）
18:45～20:30

かいじょう

た ぶん か きょうせい

会場：しんじゅく多文化共生プラザ
しんじゅく く

りょうきん

か

ぶ

き ちょう

かい

（新宿区歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）
えん

料金：200円
もうし こ

ふ よう

とうじつちょくせつ

かいじょう

こ

申込み：不要。当日直接、会場にお越しください。
といあわ

に ほん ご

ち いきこうりゅう か

問合せ：日本語：地域交流課 03-3232-5121
えい ご

英語：03-5272-5060
かんこく ご

People from other countries who are studying
and living in Japan will speak about their own
experiences and thoughts. Come enjoy the
passionate speeches.
Date and time: June 20 (Sat) 12:30p.m. to 4:30p.m.
Location: 3F 2ndHall,Shinjuku bunka Center (6-141 Shinjuku)
Eligibility：Anyone
Fee：Free
Co-hosts: Tokyo Shinjuku Higashi Lions Club,
Tokyo Sumidagawa Lions Club
Backing: Shinjuku Ward

Let’s make friends from around the world!

いろいろな国の友だちをつくろう!

国際交流サロン

Japanese Speech Contest for
Non-Japanese People
“Shabereon '15”

ちゅうごく ご

中国語：03-5272-5070

韓国語：03-5272-5080

This is a place where Japanese people who want
to meet people from other countries, and people
from other countries who want to speak Japanese
and learn about Japan can gather together and
have some fun conversations.
Date and Time：2nd Friday of the month
(12 times per year from April to next March)
6:45 to 8:30 p.m.
Location：Shinjuku Multicultural Plaza（11F Hygeia
2-44-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku）
Fee：200 yen
To join, simply come on the day of the event.
For more information: in Japanese:

Regional Exchange Division 03-3232-5121
English: 03-5272-5060

외국인 일본어 스피치
콘테스트
‘샤베레온 2015’

外国人日语演讲比
赛
「演讲之音15」
在日本学习和生活的各位外国人畅谈
自己的体验和想法，请您尽情欣赏这
热情洋溢的演讲。
时 间 ：6月20日(星 期 六)中 午12点30
分〜下午4点30分
地点 ：新宿文化中心-3 楼小礼堂（新宿6-14-1）
对象 ：任何人均可前来咨询
费用 ：免费
联合主办 ：东京新宿东狮子会、东京
隅田川狮子会 赞助 ：新宿区

일본에서 공부하며 생활하고 있는 외국인들이
자신의 체험과 생각을 이야기합니다. 열띤 스
피치를 기대해 주십시오.
일시： 6월 20일(토) 12시 30분~16시30분
장소: 신주쿠문화센터 3층 소홀(신주쿠6-14-1)
대상: 누구나 가능 요금: 무료
공동개최: 도쿄신주쿠히가시라이온즈클럽, 도
쿄스미다가와라이온즈클럽 후원: 신주쿠구

세계여러나라의친구들을만들자 !

让我们和各个国家的人交朋友
吧！

국제교류사롱

国际交流沙龙

외국인 친구를 원하는 사람, 일본어로 대화를 하
거나 일본에 대해 더욱 알고 싶은 외국인들이 한
자리에 모여 즐겁게 이야기를 나누는 곳입니다.
일시： 매 월둘째주금요일(4월부터 3월까지 연
12회)
18시45분~20시30분
장소： 신 주쿠다문화공생플라자 (신주쿠구카부
키쵸 2-44-1 하이지아 11층)
요금：200엔
신청： 당일개최장소로직접오시기바랍니다.

为想结交外国朋友、练习日语会话、
了解日本的外国友人们提供可互相交
流、畅谈的聚会场所。
日期 ：每月第2个星期五(4月至来年3
月，一年共举办12次)
下午6点45分〜8点30分
会场 ：新
 宿多文化共生广场(新宿区歌
舞伎町2-44-1 海基亚大厦11楼)
费用 ：200日元
申请 ：请于当天直接来会场即可。

咨询电话 ：

문의：
일본어：지역 교류과 03-3232-5121
한국어：03-5272-5080

03-3232-5121
汉语 ：03-5272-5070

日语 ：地域交流课

学 習

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
Tel 03-3350-1141

消 費 者 支 援 講 座

新宿消費生活センター委託講座

楽しいシニア向けスマートフォン教室

「スマートフォンで何ができるの？」
「私でも使えるかしら？」そんな疑
問や心配を解消しましょう。電話のかけ方・文字入力などの基本操作、
インターネットやアプリケーションの活用法と注意点などを学びます。
教室ではアンドロイドOSのスマートフォンを１人1台貸し出します。
（持
※販売を目的とした講座ではありません
ち込みは不要です）
日時：6月29日(月) 午前コース：10:00～12:00
午後コース：14:00～16:00
会場：新宿コズミックセンター 3階大会議室 講師：ＫＤＤＩ株式会社・携帯電話アドバイザー
対象：区内在住・在勤で概ね50歳以上の今後利用を考えている方
（同講座を初めて受講する方優先）
定員：各コース16名
（多数抽選）※各コース最少催行8名
申込み：6月15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 03-3350-4839
へ記載例(下段)のほか、希望コース（１人1応募のみ、どちらでもは不可）を記入し新宿文化
Web
センターへ。

やさしい経済と金融入門講座

6月講座

無料

証券基礎知識②

株式投資の基礎知識

10:00～12:00

証券基礎知識③

新聞の株式欄の見方

13:00～15:00

証券基礎知識④

会社四季報・会社情報の見方

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
Web
番号（⑦～⑩）
、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。
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新宿歴史博物館

〒160-0008 新宿区三栄町22
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

新宿文化センター

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

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

記載例

返信（裏）

記入しない

返信（表）
52

申込者住所

6月27日
（土）

13:00～15:00

往信（表）
52

申込者氏名

⑩

債券投資の実際

〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
http:// www.regasu-shinjuku.or.jp/

（往復はがきの場合）

円

⑨

6月13日(土）

証券基礎知識①

申込先
新宿コズミックセンター
（地域交流課、子ども支援課、スポーツ課）

申込先所在地

⑧

10:00～12:00

正しい金銭感覚は子どもの時に身に付けたいもの。
おこづかいを使う機会が増える夏休みを前に、
親子で楽しくお金の使い方を学びましょう。
※生後6カ月～3歳児の無料託児あり
（事前申込制）
日時：7月11日(土) 10:00～11:45
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：水谷千佳
（東京都金融広報委員会 金融広報アドバイザー）
対象：区内在住・在学の小学１～3年生とその保護者のペア
定員：20組40名
（多数抽選）
※託児
（生後6カ月～3歳児）
：6名
（多数抽選）
申込み：6月24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 03-3350-4839へ
記載例
（下段）
のほか、学校名、学年、保護者名、託児希望の場合は名前と月齢を記入し新宿文
Web
化センターへ。

申込先名

⑦

親子で学ぶお金の使い方講座

円

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 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）

無料

往信（裏）
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

※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。

新宿コズミックセンター8日（月） ／大久保スポーツプラザ15日（月） ／新宿文化センター9日（火） ／新宿歴史博物館8日（月）･22日（月） ／林芙美子記念館･佐伯祐三アトリエ記念館･中村彝アト
（
（6月休館日のお知らせ）
）
リエ記念館1日
（月）
･8日
（月）
･15日
（月）
･22日
（月）
･29日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉8日
（月）〈戸山･北新宿〉22日
（月）

