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同時開催  第１回日本IDハーフマラソン選手権大会

大会協賛企業・団体募集
大会の運営にご協力いただける企業･団体を募集
します。全国から多くのランナーが集まるこの機
会を、商品PRや広告宣伝に活用しませんか。
◆ランナー向け当日配付プログラムへの広告掲載
１／８ページ

モノクロ

54,000円
１／４ページ 108,000円
１／２ページ 162,000円

１ページ 270,000円
カラー 432,000円

（税込）

◆ランナー向けチラシの配付
　最大A4サイズ
　1部あたり　10.8円（税込）
　最大約12,000部予定
※ その他の特典もあります。

すべて先着順です。詳しく
はご相談ください。まずは
大会実行委員会事務局まで
お問い合わせください。

ランナーエントリー  エントリー方法およびスタート時間が変わりました！
種　目 参加料（税込） スタート時間（予定） 定　員

ハーフ
マラソン

陸連登録・一般の部 5,000円 8：30 4,250名
IDハーフマラソンの部 5,000円 8：30 50名

10ｋｍ 陸連登録・一般の部 4,000円 11：10 2,450名
ID10kmの部 4,000円 11：10 50名

健
康
マ
ラ
ソ
ン

3km 一般 1,500円 14：40 800名中学生 1,000円 14：30

2km

小学1～3年生 1,000円 13：50

2,400名小学4～6年生 1,000円 13：40
ファミリー　小学生以下1名+保護者1名 1組1,000円 13：55
ファンラン　小学生以上 1,000円 13：45

スペシャルラン（小学生・70歳以上・障がい者対象） 500円 11：20 100名
ひよこの部（未就学児1名+保護者1名） 1組　500円 12：30 400組800名

個人協賛（ハーフマラソン） 30,000円 8：30 200名
※申込方法ごとに別途払込手数料が発生します。※IDハーフマラソンの部、ID10㎞の部は、特
定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟主催大会として実施します。（ID：知的障がい）

①先行エントリー　8月26日（水）～9月10日（木）
※新宿区または東日本大震災被災地（岩手県・宮城県・福島県）在住の方が対象です。
②一般エントリー
●ハーフマラソン（先着順） 一次受付：9月16日（水）12:30～　定員1,200名
 二次受付：9月17日（木）12:30～10月16日（金）
●10km・健康マラソン　9月16日（水）12:30～10月16日（金）
③個人協賛ランナーエントリー　　8月26日（水）12:30～10月16日（金）
※ハーフマラソンのエントリーは、定員を振り分け、二次にわたり申込み受付を行います。
　全種目先着順。期間内に定員に達した時点で締め切りとなります。
　各エントリーは参加料および払込手数料を入金いただいた時点で完了となります。
　入金いただいた参加料および払込手数料は、過剰入金・重複入金を含め返金できません。
　エントリー後の種目変更・出走者の変更はできません。
　 詳しくは、区内各施設に設置の募集要項をご覧ください。大会ウェブサイトからも

ダウンロードできます。http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
申込み：スポーツエントリー： http://www.sportsentry.ne.jp　Tel 0570-550-846

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、(公財)東京陸上競技協会
（構成団体：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、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、(一社)新宿観光振興協会、(公財)東京陸上競技協会、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、
NPO法人日本スポーツボランティア・アソシエーション、(公財)新宿未来創造財団）

共催：特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟
主管：(公財)東京陸上競技協会、新宿区陸上競技協会、(公財)新宿未来創造財団
後援：毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社
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/

競技に関すること　Tel 03-3232-3993　ボランティアに関すること　Tel 03-3232-5121
そのほか大会全般　Tel 03-3232-7701　エントリーに関すること（スポーツエントリー）　f 0120-711-951

ボランティアスタッフ募集
コース沿道整理や荷物預かりなど、大会運営をサポートいただける方を募集します。
ご家族やご友人と一緒に、新宿の“華”であるこの大会を、スタッフとして楽しみませんか。
活動時間：7:00頃～最大15:00頃　※活動場所･内容によって異なります。お弁当と記念品の支給あり
対象：15歳以上の方（中学生は参加不可）
申込み： 10月31日(土)までに新宿コズミックセンター窓口、FAX、または新宿シティハーフマラソンウェブサイト

にて、氏名（ふりがな）・生年月日・性別・年齢・郵便番号・住所・電話・FAX番号・メールアドレス（あ
る場合）を記入し大会実行委員会事務局まで。Fax 03-3232-7891

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。前回に引き続き、明治神宮野球場をメイン会場とし、大都会新宿を駆け
抜けるコースで開催します。

1 31 日

2016年

8/26水〜 新宿区民・被災地在住者先行エントリー！

Web

新宿スポーツセンターの工事に伴う混雑緩和のため、
下記の通りプール個人利用を終日2時間制に変更いた
します。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒
ご理解いただきますようお願いいたします。
変更点

変更期間 10月1日（木）～平成28年3月31日（木）

変更内容
ポイントラリー（個人利用）2時間制
※ 2時間を超えて利用される場合は超過料金がかかり

ます。

料
金

大人 400円／2時間　　超過料金200円／1時間
中学生以下 100円／2時間　　超過料金50円／1時間

問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンタープール
個人利用時間の変更のお知らせ

フィニッシュ 明治神宮野球場スタート 明治神宮外苑いちょう並木付近

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

7月5日発行号にてお知らせした「学校プール開放」について、8月17日（月）～8月21日（金）の西戸山小学校でのプール開放は、プール設備不具合により中止となりました。
ご利用を予定されていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

ハンドボール
日時・会場：①U-18男子　9月27日(日)　②成
人男子　11月1日(日)　新宿コズミックセンター 
2階大体育室　いずれも9:30集合　参加資格：
区内在住・在勤・在学の15歳（平成27年4月1
日現在）以上の方で構成されたチームまたは新
宿区ハンドボール協会登録チーム　参加料：
2,000円/チーム　※別途協会経費3,000円(当
日集金）　申込み：①8月20日（木）～9月11日

（金）　②10月1日（木）～16日（金）までに、申
込書を新宿区ハンドボール協会　白石哲三あて
郵送 〒179-0072練馬区光が丘2-7-3-1207　
主管：新宿区ハンドボール協会

～水曜　夜のコース～
⑤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：10月7日～12月9日の水曜日

19:30～20:20　全10回
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)

～水曜　夜のコース～　
⑥ZUMBA
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。
初めての方も安心して踊れます。
日時：10月7日～12月9日の水曜日

19:30～20:20　全10回
会場：2階レクリエーションホール
講師：足立かおり

（木・土曜通年レガスポ！講師）

in 住吉町生涯学習館
(住吉町13-3)

～木曜　午前のコース～
⑦気功太極拳～入門編～
太極拳の流麗な動きで背筋を伸ばし、
体内の気の流れを整えることで健康
な身体作りを目指しましょう。
日時：10月8日～12月10日の木曜日

9:30～10:30　全10回
会場：2階ワークルーム　
講師：長谷川明（レガスポ！登録講師）

in 戸山生涯学習館
(戸山2-11-101)

男性限定

なぎなた
演技競技、団体戦、個人戦
日時：10月25日（日）12:00開始　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）　参加資格：区内在住・在勤で平成27
年4月1日現在15歳以上の方または新宿区な
ぎなた連盟登録者　参加料：200円/名　
※別途、大会当日集金の連盟経費800円あり
申込み：9月19日（土）までに、往復はがきに参
加種目、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、在勤者は勤務先名と住所を明記の
うえ、新宿区なぎなた連盟事務局　荒川澄子
あて郵送　〒161-0033新宿区下落合1-4-18
彰文ビル601　主管：新宿区なぎなた連盟

～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： 10月7日～12月9日の水曜日

20:10～21:10　全10回
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ボディコンディショニング
普段あまり運動をなさらない方、日
常の中で同じ姿勢を続けている方な
どに、ヨガや簡単なストレッチをベー
スに筋肉のコリやサビを取り除く運
動です。
日時： 10月8日～12月10日の木曜日

14:15～15:05　全10回
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
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運動量が多め
の筋肉トレーニングプログラムです。
日時： 10月8日～12月10日の木曜日

20:15～21:05　全10回
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若返り元気体操
頭の先からつま先まで全身の筋肉を
使った健康体操プログラムです。体力
に自信のない方も、楽しみながら身体
を動かし、心と身体を元気にしましょう。
日時： 10月9日～12月11日の金曜日

12:45～13:45　全10回
会場：2階多目的室
講師： 岡田由記子（木・金・土曜通

年レガスポ！講師）

in 新宿コズミックセンター (大久保3-1-2)

～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：10月2日～12月4日の金曜日　

10:00～11:00　全8回　
※10月16日、11月20日は休講

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：10月2日～12月4日の金曜日　

11:15～12:15　全8回　
※10月16日、11月20日は休講

会場：3階視聴覚室　
講師：長友珠紀（水曜通年レガスポ！講師）

元気になる
脳トレ体操

女性限定

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、郵便振込にて支払い)
申込み：  9月9日(水）必着。窓口、は

がき（52円）またはFAXにて
記載例（4面）のとおり記入
し、新宿コズミックセンター
へ。Fax 03-3209-1833

※在勤の場合は勤務先名称・所在
地を記入　※当選者のみ、9月18日

（金）までに郵送にてご連絡致します。

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

身体と心を
ほぐす簡単
エクササイズ

対象：高校生以上の方　（⑤は男性、⑧は女性限定）
定員：⑤～⑦各25名　⑧⑨各15名　※最少催行各15名（いずれも多数抽選、区内在住・在勤の方優先）　料金：⑤～
⑦全4,100円　⑧⑨全3,300円（いずれも欠席時の返金なし、郵便振込にて支払い)　申込み：9月2日(水）必着。窓口、
はがき（52円）またはFAXにて記載例（4面）のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833　
※在勤の場合は勤務先名称・所在地を記入　※当選者のみ、9月11日（金）までに郵送にてご連絡致します。

⑤～⑨共通事項

Web

新宿区 コミュニティスポーツ大会　各地区大会
誰でも参加できるスポーツ大会です。
優秀な成績の方は12月13日（日）の中央大会に参加できます。
四谷地区 10月18日(日） 四谷中学校
箪笥地区 11月15日(日） 牛込第一中学校
榎地区 11月22日(日） 早稲田小学校
若松地区 10月25日(日） 余丁町小学校
大久保地区 11月8日(日） 大久保小学校
戸塚地区 10月25日(日） 戸塚第二小学校
落合第一地区 11月3日（火祝） 落合中学校
落合第二地区 10月25日(日） 落合第六小学校
柏木地区 11月1日(日） 西新宿中学校
角筈地区 11月8日(日） 西新宿小学校

種目： ユニカール、輪投げ、ビーチボールバレー、そのほかお楽しみ
種目　※参加資格など、詳しくは下記までお問い合わせください。

問合せ：地域交流課　Tel 03-3232-5121

 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。

バドミントン（混合ダブルス）
10月25日（日）
9:00開始

1部 20組 2部 40組
3部 40組 4部 40組

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27年4月1
日現在18歳以上の方または新宿区バドミントン連盟
登録者　参加料：400円/ペア　※試合当日、未使用
試合用検定球一種(水鳥球･メーカー問わず)を1人2球
持参のこと　申込み：8月20日(木) ～10月2日(金) ま
でに、申込書と参加料を新宿コズミックセンター窓口
へ持参　※先着順　受付時間　9:00～19:00ただし
休館日の9月14日（月）は9:00～16:30　※9月22日

（火祝）開催の男女各ダブルスは先着順で9月4日（金）
まで受付　主管：新宿区バドミントン連盟

参加者・チーム募集新宿区民総合体育大会
柔道
男子 無段、初段（A・B）、弐段、参段
女子 無段、有段（A・B）

上記ほか、小学生・中学（A・B）同時開催（詳
細は申込み先まで）　
日時：10月25日（日）　9:30開始　
会場：新宿スポーツセンター　3階第一武道場

（大久保3-5-1）　参加資格：区内在住・在勤・
在学の小学生以上の方または新宿区柔道会登
録者　参加料：200円/名※別途協会経費一般
800円、中学生以下500円　申込み：9月1日

（火）～16日（水）までに、申込書と参加料及び
連盟経費を新宿区柔道会　松本洋二あて現金
書留または持参　〒112-0002文京区小石川
5-33-6　主管：新宿区柔道会

卓球
男女別。３ダブルスによる団体戦
日時：10月4日（日）　9:00受付　9:30開始
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・在勤の方、区卓球連盟登
録者　参加料：1,200円/チーム　
申込み：8月20日（木）～9月18日（金）10:00～
17:00までに、申込書と参加料を新宿区卓球連
盟事務局へ持参　国際卓球（株）高田馬場店　
新宿区高田馬場1-28-18和光ビル1階　
主管：新宿区卓球連盟

合気道
一般男子、一般女子、有段の部
日時：10月11日（日）13:00開始　会場：新宿
スポーツセンター　3階第一武道場（大久保3-5-
1）　参加資格：区内在住・在勤の平成27年4月
1日現在15歳以上の方、または新宿区合気道
連盟登録者　参加料：200円/名　※大会当日
集金　申込み：8月20日（木）～9月30日（水）
に　新宿区合気道連盟　山田あて電話もしくは
大会当日、会場で直接申込も可　Tel 03-
3323-6460　主管：新宿区合気道連盟

アーチェリー
1部（男女）・2部・3部
日時：10月4日（日）10:00受付　会場：新宿ス
ポーツセンター　（大久保3-5-1）5階洋弓場　
参加資格：区内在住・在勤の平成27年4月1日
現在15歳以上の方、または新宿区アーチェリー
協会登録者　参加料：200円/名　※大会当日
集金　申込み：8月30日（日）～9月27日（日）
に、記入済みの申込書を㈱清原光学内　新宿
区アーチェリー協会あて郵送　〒160-0022　
新宿区新宿6-23-2、または毎週火曜日19:30
～21:00の間に、新宿スポーツセンター5階洋
弓場へ持参　主管：新宿区アーチェリー協会

新宿区小学生サッカー大会
日時：10月18日(日)・24日(土)・25日(日)・31日(土）、11月1日(日)　全5日間　予備日:11月8
日(日)　会場：戸山多目的運動広場(戸山3-2)　種目：8人制サッカ－大会　対象：区内在住・在学
の小学生で構成されるチームおよび新宿区少年サッカー連盟登録チーム。1部(小学6年生以下)、2
部(小学4・5年生以下)、3部(小学3年生)で構成されるチーム　※3部において、3年生だけでチー
ムを構成できない場合のみ、2年生の参加を認める。 ※女子については、当該学年より1学年下の
部 で 参 加 できる。 定 員：計50チ ー ム(先 着 順 ）　 申 込 み：8月20日(木) ～9月28日(月)必 着。 
主管：新宿区サッカー協会、新宿区少年サッカー連盟　代表者会議：10月10日(土)18:00～　新宿
コズミックセンター　3階大会議室　※要出席　詳細は要項をご確認ください。

無料無料今年も開催！普段の練習の成果を
発揮し、優勝を目指して頑張ろう！

レガスポ！
講座定員変更のお知らせ
新宿スポーツセンターのプール工事に伴い、新宿コズミッ
クスポーツセンタープールの混雑が予想されるため、10
月1日（木）よりレガスポ！講座の使用コース数が減少しま
す。定員を以下の通り変更させていただきますので、ご
理解ご協力をお願いいたします。
期間：10月1日(木) ～平成28年3月31日(木)まで。

変更前 変更後

火曜日 アクアシェイプ
14:00～14:50（受付13:45～） 35名 25名

木曜日 アクアビクス+ウォーキング
10:10～10:55（受付9:45～） 50名 35名

※ 木曜日「水中ゆっくりウォーキング」の定員（35名）は変
更ありません。

in 北新宿生涯学習館
(北新宿3-20-2)
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無料無料

『Oh! レガス新宿ニュース』に広告を掲載しませんか？　詳しくは　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/　Tel 03-3232-7701(平日9:00〜17:00)

学  習学  習 問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）　Tel 03-3350-1141
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

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スペース

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

桐朋音大元講師の個人レッスン ☎3952-5055
初歩〜受験　現附属音楽教室講師 中井駅7分

「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」で検索を

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

新宿英語クラブ　高田馬場駅から3分
小学生低学年〜大人　欧州議論型言語教育
080･9985･2622　y.iwai.shinjuku@gmail.com

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

釈迦力に踊らないフラメンコ
丸岡のぶ子フラメンコ教室
スタジオ・ソイ・ヒターナ

パルマというフラメンコの手拍子
や、唄をうたったりしながら“ゆっ
たり”とフラメンコを楽しむクラス
です。中年以上の方を想定してい
ますが、若手も歓迎します。

　水曜日　14:00～15:00
　月　謝　￥10,000-
　入会金　ナシ
【おといあわせ】
169-0074
東京都新宿区北新宿2-22-12
ハイムKHF地下
03-3374-3832
　 nobuco@maruoqua.net

¡Hola señoras!

スポーツスポーツ

バドミントン初・中級者教室
ラケットを初めて握る方にも基本から指導します。また、経験者はワンランクアップを目指します。
日時：10月16日(金)・20日(火)・23日(金)・27日(火)・30日(金)　全5回　19:15〜21:00
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室　対象：中学生以上　60名（多数抽選）
料金：一般4,000円　中学生2,000円（用具代含む）　※欠席時の返金なし
主催：新宿区バドミントン連盟　その他：室内用運動靴で動きやすい服装で参加のこと（スカート不可）
申込み： 10月1日(木)必着。「教室名、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、電話（あればFAX番号）、

年齢、性別、バドミントン経験の有無、ラケットの有無（貸出あり）」を記入し、往復はがきま
たはEメールにて新宿区バドミントン連盟へ。　※当選者のみ、10月8日（木）までに返信

問合せ： 新宿区バドミントン連盟　飯塚　Tel 03-3203-5557　〒162-0052　新宿区戸山1-17-8 
naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp

社交ダンス初心者教室
初めての方でも楽しく、ジルバ、ブルース、ルンバ、
タンゴ、チャチャチャ、ワルツ6種目の社交ダンスが学べます
日時：10月1日〜12月24日の木曜日　9:30〜11:30　全13回　会場：大久保スポーツプラザ　3
階多目的ホール　講師：公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認指導員ほか　対象：どなたでも
25名（多数抽選）　料金：全6,500円（欠席時返金なし、郵便振込にて支払い）　協力：新宿区ダンス
スポーツ連盟　※教室参加の際は、万一の事故の発生に備えて、スポーツ安全保険等の傷害保険
にご加入されることをおすすめします。　申込み：9月9日(水)必着。はがき（52円）またはFAXに記
載例(4面)のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。※当選者のみに、9月18日(金)までに郵送
にてご連絡　問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701　Fax 03-3209-1833

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、どなたでも気軽に楽しめる
軽スポーツです。道具は協会で準備します。運動靴に軽装でご参加ください。
日時：9月12日(土)13:30〜15:00（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　料金：300円
主催：新宿区グラウンド・ゴルフ協会　その他：スカートでの参加不可
申込み： 9月4日(金)必着。「教室名、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、電話（あればFAX番号）、

年齢、性別」を記入し、往復はがきまたはTEL、FAX、Eメールのいずれかで新宿区グラウ
ンド・ゴルフ協会へ。　※TEL以外で申込みの方には9月7日（月）までに返信

問合せ： 新宿区グラウンド・ゴルフ協会　川上　Tel/Fax 03-3352-9664　〒160-0022　新宿
区新宿6-13-10-704　 kawakami@juno.ocn.ne.jp

障がい者卓球教室
初心者から上級者まで、レベルに合わせた指導でどなたでも楽しめる教室です。
ひとつの卓球台を3～4名で使用して、指導者と打合います。
日時：10月10日（土）・17日（土）10:00〜11:30　全2回　会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
対象：心身に障がいのある方　15名（多数抽選）※介助者の同伴可
料金：全200円(介助者無料）　協力：新宿区卓球連盟
申込み：9月28日(月）必着。申込書（新宿コズミックセンターほかで配布）を記入し、新宿コズミック
センター窓口へ。または、はがき（52円）、受信可能なFAXにて記載例（4面）のほか、障がいの種類、
車イス利用の有無、介助者の有無を記入し、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

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　 
料金：①②400円　③無料　企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会　問合せ：①NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel 090-
3217-4109　②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）　③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

③いきいきウォーク新宿
牛込箪笥地域センター～外濠公園　約４ｋｍ
箪笥地区楽しく、いきいきウォーク
日時：9月25日（金）受付9:10〜9:30（解散12:00頃予定）
集合：牛込箪笥地域センター（箪笥町15）
最寄駅…大江戸線「牛込神楽坂駅」

コース：牛込箪笥地域センター (スタート)→矢来能楽堂→赤城
神社→白銀公園→筑土八幡神社→善國寺→宮城道雄記念館→
市谷亀岡八幡宮→外濠公園（ゴール）

解散：外濠公園（千代田区五番町）
最寄駅…ＪＲ総武線、東京メトロ有楽町線・南北線、都営地下鉄
新宿線「市ケ谷駅」

①NPO法人新宿区ウオーキング協会第１２７回例会
竹芝ふ頭公園～青海南ふ頭公園　約１０ｋｍ
残暑のレインボーブリッジから潮風公園へ
日時： 9月8日（火） 受付8:40〜9:00（解散12:00頃予定）
集合：竹芝ふ頭公園（港区海岸1丁目）
最寄駅… ゆりかもめ「竹芝駅」、JR 山手線・京浜東北線「浜松町

駅」、大江戸線「大門駅」

コース：竹芝ふ頭公園 (スタート)→新日の出橋→芝浦ふ頭→レ
インボーブリッジ→お台場海浜公園→潮風公園→船の科学館→
青海南ふ頭公園（ゴール）

解散：青海南ふ頭公園（江東区青海2丁目）
最寄駅…ゆりかもめ「テレコムセンター駅」

②レガス健康ウォーキング
品川区民公園～すずめのお宿緑地公園　約8ｋｍ
蘇った東京の川を辿る　その３
立会川を辿り、スズメのお宿をさがしに
日時：9月16日（水）受付8:40〜9:00

（解散12:00頃予定）
集合：品川区民公園（品川区勝島3-2-2）
最寄駅…京浜急行「立会川駅」、「大森海岸駅」

コース：品川区民公園 (スタート)→大井町駅前→西大井広場公
園→荏原町駅→西小山駅→すずめのお宿緑地公園（ゴール）

解散：すずめのお宿緑地公園（目黒区碑文谷3-11-22）
最寄駅…東急東横線「都立大学駅」

10月初級卓球教室
日時：10月1日・8日・15日・22日・29日 

いずれも木曜日　各クラス全5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
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2,500円（欠席時の返金なし）
協力：新宿区卓球連盟

※教室参加の際は、万一の事故の発生に備え
て、スポーツ安全保険等の傷害保険へご加入
されることをおすすめします
申込み：9月10日（木）必着。所定の申込書（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（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
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9月17日（木）に新宿コズ
ミックセンター窓口に掲示します。※電話での
当落の問い合わせは、平日9:00〜17:00
※安全上、小学生は教室へ往復時、教室時間
中、保護者が付添のこと
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

すべての時間帯が初心者や初級の方向けの教室で
す。

お仕事帰りなどに、お気軽に卓球を始めてみません
か？

��バドミントンで
リフレッシュ！

Shall we 

　　ダンス？

健康増進 ! 仲間つくり
グラウンド・ゴルフを
はじめよう !

みん
なで卓球だ！

老人ホームの基礎知識と選び方講座
～介護保険と高齢者の住まい～　
超高齢化社会の今、誰もが「安心して老後を過ごしたい」「自分らしく暮らしたい」と思っています。講
座では高齢者向け住宅の基礎知識や有料老人ホームの選び方、そして介護保険についてお話ししま
す。問題に直面している方も先々を考えている方にも役に立つ講座です。
日時：9月27日（日）10:00〜12:00　会場：新宿文化センター　4階第1会議室
講師：渡辺敬章((公社)全国有料老人ホーム協会)
対象：区内在住・在勤の方　40名（多数抽選）
申込み：9月9日（水）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（4面）のとおり記入し、

新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839

消費者講座 新宿消費生活センター委託講座

だれでもわかる経済・金融講座 
さまざまなライフステージに合わせたマネープランや資産運用を考え、金融や証券に
関するトラブルを防ぐための講座です。
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　
対象：どなたでも　各回60名　連携・協力：NPO法人エイプロシス
⑲ 9月5日

(土）
10:00〜12:00 株式投資の魅力とリスク、口座開設から注文までについて

⑳ 13:00〜15:00 市場全体を動かす要因と個々の株価を動かす要因について
� 9月12日

（土）
10:00〜12:00 主要な新聞に掲載されている株式欄の見方について

� 13:00〜15:00 会社の状況を理解するのに大変便利な会社情報誌の見方について
申込み：インターネット･FAX･TELにて　※講座開催一週間前に受講票をお送りします。
問合せ：NPO法人エイプロシス　中央区日本橋茅場町1-5-8

ウェブサイト http://www.aprosis.com/　Tel 03-3667-8183　Fax 03-3667-8464

無料無料

9月講座 お花で彩りある空間作り
初心者の方も安心してご参加いただけます。いけたお花はご自宅にお持ち帰りできます。
日時：10月17日(土)10:00〜12:00　会場：戸山生涯学習館　学習室D（戸山2-11-101）
講師：新宿区花道茶道協会・花道部講師　定員：15名(多数抽選）　
料金：1,200円(花材込）　協力：新宿区花道茶道協会
申込み： 9月30日(水)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例

（4面）のとおり記入し、新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839

いけ花体験教室

Web

Web

無料無料

mailto:naoyo-i@tiara.ocn.ne.jp
mailto:kawakami@juno.ocn.ne.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
http://www.aprosis.com/
y.iwai.shinjuku@gmail.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/
mailto:nobuco@maruoqua.net


4 （（9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24日（木）　／新宿文化センター8日（火）　／新宿歴史博物館14日（月）･28日（月）　／林芙美子記念館･佐伯祐三アトリエ記念館･中村彝アトリエ記念館7日（月）･14日（月）･24日（木）･28日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉14日（月）　〈戸山･北新宿〉28日（月）

申込み：�各締切日必着（多数抽選、ただし囲碁入門講座とストレッチ＆
太極拳(入門・24式）は先着順）。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）のとおり
記入し、新宿文化センターへ。

Web

学  習学  習 問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）　Tel 03-3350-1141
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

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

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/

（往復はがきの場合）

※ 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。

※ 新宿歴史博物館メンバーズ倶楽部会員の方
は必ず⑦として会員番号を明記してください。

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
⑦会員番号

52
円

記載例

趣味
囲碁入門講座
〜牛込碁友会〜
この機会に囲碁を始めてみませんか。囲碁は
脳を活性化させる頭脳スポーツです。年齢・
性別・国境などは関係なく楽しめます。
日時：10月4日～12月13日の毎週日曜日�

（11月8日を除く）10:00～12:00　全10回
対象：どなたでも　20名
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
参加料：全3,000円(教材費込)
申込締切：9月18日（金）※先着順

趣味
色鉛筆画の講座
〜西戸山色鉛筆画の会〜
身近な色鉛筆を用い、静物等を画く講座です。
楽しくアートを学びましょう。ぜひご参加ください。
日時：10月1日～3月17日の第1・3木曜日　

14:00～16:00　全12回
対象：概ね40歳以上の方　10名
会場：西戸山生涯学習館(百人町4-7-1)
参加料：月2回2,000円　
申込締切：9月18日（金）

趣味
百人暖

の
簾
れん

〜みんなで染めて
飾る「暖簾」作りを体験しよう
〜染の小道実行委員会〜
プロに教わる本格紅型染色体験をしてみませ
んか！参加者全員で一枚の暖簾を作ります。
制作した暖簾は「染の小道」当日、店舗入口に
展示します。
日時：10月4日～12月6日の日曜日

10:00～12:00　全5回
対象：18歳以上の方　15名
会場：おかめ工房（上落合2-17-3）
参加料：全6,000円(材料費込)
申込締切：9月15日（火）

趣味
赤城陶芸教室
〜赤城陶芸会〜
世界でたったひとつの茶わんを作ってみませんか！
日時：10月8日～平成28年2月25日の

第2・4木曜日　13:30～15:30　全10回
対象：40歳代～60歳代の方　18名
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
参加料：全12,500円(材料費込)
申込締切：9月20日（日）

語学
入門中国語会話
〜中国語講習会〜
中国人女性教師が親切に教えます。あなたも
きれいな発音で中国語を話しましょう。初めて
の方、中高年の方歓迎。
日時：10月3日～12月5日の毎週土曜日

13:00～15:00　全10回
対象：20歳以上の方　20名
会場：本塩町地域交流館（本塩町8）
参加料：全10,000円(別途教材費税抜1,500円)
申込締切：9月25日（金）

コンピューター
タブレット　基本操作講座
〜ＮＰＯ法人テラ・ガーデン新宿〜
タブレットに触れたことがない方のための講座
です。教室の機材を使うのでどなたでも参加
できます。
日時：10月7日～10月21日の毎週水曜日

19:00～20:30　全3回
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)
参加料：全3,200円(教材費込)
申込締切：9月27日（日）

健康・スポーツ
ストレッチ＆太極拳(入門・24式)
〜ＳＰＴＣ(下落合公園太極拳倶楽部) 〜
運動による漢方薬「太極拳」。この中国武術を
一緒に楽しみましょう！
日時：10月4日～平成28年2月21日の日曜日

9:15～10:45　全10回
対象：どなたでも　30名
会場：戸塚地域センター (高田馬場2-18-1)
参加料：全4,000円
申込締切：9月15日（火）※先着順

一般教養【追加募集】
一般教養・戸山みのり会水曜コース
〜戸山みのり会〜
幅広く学び教養を高めるとともに、健康増進と
会員相互の親睦を図り、第二の人生を楽しん
でみませんか！
日時：9月30日～平成28年2月3日の水曜日　

10:00～12:00　全10回
対象：概ね50歳以上の方　10名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
参加料：半期(10回)3,000円、1回300円
申込締切：9月25日(金)

一般教養【追加募集】
一般教養講座  戸山木曜コース
〜戸山平成会〜
歴史や文学に親しみ、江戸の旧蹟などを訪ね、
会員との交流を楽しみながら、互いに元気を
もらい、思い出を作りましょう。
日時：9月24日～平成28年2月18日の木曜日

10:00～12:00　全10回
対象：50歳以上の方　10名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
参加料：半期(10回)3,000円、1回300円
申込締切：9月17日(木)

一般教養【追加募集】
新生大学院（高齢者学習 戸山金曜コース）
〜新宿区高齢者学級連合会〜
歴史・文学・時事問題など、楽しく学びながら
仲間との交流を深め、生きがいと健康を追求
していきましょう。
日時：10月2日～平成28年2月5日の金曜日　

13:30～15:30　全10回
対象：概ね55歳以上の方　20名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
参加料：半期(10回)3,000円、1回300円
申込締切：9月25日(金)

一般教養【追加募集】
中高年の為の一般教養講座　住吉月曜コース
〜きのえね会〜
文学、歴史、法律、経済、時事問題、健康問
題などを幅広く、楽しく学習しながら、友を得
て心豊かに過ごしましょう。
日時：10月5日～平成28年2月22日の月曜日

13:30～15:30　全10回
対象：概ね50歳以上の方　10名
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
参加料：半期(10回)3,000円、1回300円
申込締切：9月24日(木)

一般教養【追加募集】
高齢者一般教養講座（金曜コース）
〜赤城新生二期会〜
歴史・文学・時事などわかりやすく楽しい講座
です。ご参加をお待ちしています。
日時：10月9日～平成28年3月4日の金曜日

13:30～15:30　全10回
対象：55歳以上の方　10名
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
参加料：半期(10回)4,000円
申込締切：9月28日(月)

音楽【追加募集】
何でも歌う楽しい仲間！
〜新宿えのき合唱団〜
楽譜が読めなくても大丈夫！音取りＣＤを使い、
おなじみの唱歌・童謡・クラシックなどを仲間
と一緒に楽しく歌いましょう。
日時：10月3日～平成28年3月5日の土曜日

9:30～12:00　全10回
対象：どなたでも　10名
会場：榎町地域センター (早稲田町85)
参加料：月2回1,500円（別途教材費1,000円
初回にて支払）　申込締切：9月25日(金)　

音楽【追加募集】
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：9月29日～平成28年2月16日の火曜日

14:00～16:00　全11回
対象：中高年の方　10名
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
参加料：11回分11,000円
申込締切：9月18日(金)

健康・スポーツ  【追加募集】
健康体操　自彊

きょう
術

〜戸山自彊の会〜
元気はご自分で作りましょう。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：10月7日～平成28年2月17日の水曜日

13:30～15:00　全10回
対象：40歳以上の方　10名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
参加料：4回分2,000円
申込締切：9月20日(日)

健康・スポーツ【追加募集】
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：10月13日～平成28年2月23日の

火曜日10:00～11:30　全10回
対象：20歳～概ね70歳代の方　10名
会場：牛込箪笥地域センター（箪笥町15）
参加料：全5,000円
申込締切：9月24日(木)

趣味【追加募集】
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：10月4日～平成28年2月21日の日曜日

10:00～12:00　全10回
対象：お子様が5歳以上の親子　25名
会場：�ＣＣＡＡアートプラザ（四谷4-20�四谷ひ

ろば内）
参加料：1回900円(材料費込)�
申込締切：9月25日(金)

趣味【追加募集】
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
んで「和の心」「おもてなしの心」を身につけま
せんか！
日時：10月18日～平成28年3月13日の日曜日�

①10:00～�②13:30～�③15:30～
（①②③は同内容です）�全7回

対象：小中学生　10名
会場：落合第二地域センター（中落合4-17-13）
参加料：茶の湯：１回500円

いけ花：1回1,000円（ともに材料費込）
申込締切：9月20日（日）

料理【追加募集】
江戸流手打ち蕎麦講座
〜江戸流手打ち蕎麦  新宿鵜の会〜
自身で打った蕎麦を振る舞って、ご家族やお友
だちから笑顔をもらいましょう！
日時：10月3日～平成28年3月5日の土・日曜日

13:00～17:00　全10回
対象：どなたでも　若干名
会場：北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)
参加料：1回1,600円（蕎麦粉代込)
申込締切：8月31日(月)

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に提
供させていただきます。

秋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

吟剣詩舞のつどい　出演者募集
日本の伝統芸能である吟詠・剣舞・詩舞の稽古をされている方、日頃の成果を発表してみませんか。
日時：11月28日(土)�10:30～16:30　会場：新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
対象：区内在住・在勤・在学または区内施設で活動しているアマチュアの方　協力：新宿区吟剣詩
舞道連盟　申込み：9月18日(金)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（右記）のと
おり記入し、新宿文化センターへ。Fax 03-3350-4839

新宿区生涯学習フェスティバル2015
文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭 新宿区共催

無料無料

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
http:// www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

