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10月10日（土）16:00開演　新宿文化センター『フォークソングが流れる街』　出演　なぎら健壱ほか　Tel 03-3350-1141

石橋貴俊

主催：新宿スポレク2015実行委員会
（一般社団法人新宿区体育協会／新宿区スポーツ推進委員協議会／
NPO法人新宿区レクリエーション協会／新宿区青少年団体連合会）、
新宿区、公益財団法人新宿未来創造財団

協賛：株式会社ロッテ、コカ・コーライーストジャパン株式会社、
公益財団法人合気会、山崎製パン株式会社 杉並工場、
東急スポーツオアシス新宿店、株式会社ジャパンビバレッジ東京、
日清食品ホールディングス株式会社、
タリーズコーヒージャパン株式会社早大理工店、
シチズンプラザ株式会社、株式会社ティップネス東新宿店、
新宿バッティングセンター、ジェクサー・フィットネスクラブ四谷、
認定NPO法人日本グッド・トイ委員会／東京おもちゃ美術館、
明治神宮外苑アイススケート場（順不同）

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）　
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

オリンピックで活躍し、
メダルを獲得したスペシャルゲストが、
新宿スポレク2015へ登場予定！
※ 参加予定ゲストは都合により、参加できないことがあります。
　 スペシャルゲスト名は決まり次第、新宿未来創造財団ウェブサイト

等で発表します。

10月12日（月祝）体育の日は
スポーツとレクリエーションの祭典！

新宿スポレク
2015

ほかにも楽しい
プログラムが盛りだくさん！

プログラム一覧は
２～３面へ！

会　場
・新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）
・新宿スポーツセンター（大久保3-5-1)
・都立戸山公園 ほか

元プロバスケットボール選手によるバスケットボール体験
アトランタオリンピック予選の日本代表にも選出され、大日本印刷イーグルスでのプレイ経
験のある“ビッグマン”石橋貴俊 現和歌山トライアンズ監督とバスケットボールを楽しもう！
時間：12:40～13:40　会場：新宿コズミックセンター　２階大体育室
講師：石橋貴俊（身長210㎝）　対象：小学3年生～高校生　20名
申込み：当日受付、会場で開始15分前から先着順
持ち物：動きやすい服装、タオル、水分補給用の飲み物

ふるさとアスリートin新宿スポレク　

バスケットボール界のビッグマン現る！
注目プ

ログラ
ム

無料無料

オープニング
セレモニー
9:30〜

新宿コズミックセンター
1F ロビー

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


2

新宿スポレク新宿スポレク 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）

会場 プログラム名 マーク 企画・運営 時間・定員など

５
階

多目的コート ローラースケート体験　
楽しくリズムに乗って滑ろう 体 P 新宿区ローラースポーツ連盟 9:30～15:00

※スケート靴・ヘルメットは持参。多少貸靴あり

洋弓場
アーチェリー
A.体験コーナー　対象：身長120cm以上の方
B.ミニ講習会　 対象：中学生以上の方

体 P 新宿区アーチェリー協会

A.体験コーナー　
①10:00～12:00　②13:00～15:00
B.ミニ講習会　　
①10:00～10:30　②11:00～11:30
③13:00～13:30　④14:00～14:30

４
階第二武道場（木床）

なぎなた体験教室
なぎなたは年齢・性別関係なくできる武道です 体 P 新宿区なぎなた連盟 9:30～12:00

競技プンチャック・シラット体験
1対1でスコアを競うタンディングと技を競う演武を体験 体 P 日本プンチャック・シラット協会（JAPSA) ①13:15～13:45　②14:00～14:30　

③14:45～15:15

３
階

小体育室 オーストラリアンフットボールを体験しよう！
楕円ボールを使ったスポーツをみんなで楽しもう！ 体 P（一社）日本オーストラリアンフットボール

協会 ①9:30～12:00　②12:30～15:30

大体育室

バドミントン
体験会と親子交流会で汗を流そう！
A.ワンポイントレッスン・体験会
B.親子ペアによる交流大会

体 P 新宿区バドミントン連盟 9:30～12:30

ソフトバレーボール
やってみよう！ソフトバレーボール 体 P 新宿区バレーボール連盟 13:00～15:30（受付時間15:15まで）

大人も子どもも体力テストやっています！
6～7種目の体力テスト及び判定 体 P 新宿区スポーツ推進委員協議会 9:30～15:30

ボッチャ体験コーナー
年齢・体力関係なく誰でも楽しめる競技です 体 P 新宿区地域文化部生涯学習コミュニティ課 ①9:30～12:00

②13:00～15:30

第一武道場（畳） スポーツチャンバラ体験
あなたも今日からサムライ 体 P 新宿区スポーツチャンバラ協会 ①10:00～12:00　

②13:00～15:00
2
階トレーニング室 無料開放 新宿スポーツセンター 9:00～18:00

１
階

プール 工事中のため、プールは休場中です
幼児体育室 無料開放 9:00～18:00

ロビー

組みひもストラップ作りと手づくり作品の販売
自分だけのストラップを作ろう！ 販 （公社）新宿区シルバー人材センター 9:30～15:30

ふらっと新宿 販 （公財）新宿区勤労者・仕事支援センター 11:00～

ファミリーマート協賛セール 販 （株）ファミリーマート
新宿スポーツセンター店 9:30～15:30

ポイントラリーゴール！
プレゼント交換所　＆　アンケートコーナー （公財）新宿未来創造財団 10:00～16:00

玄関前

1万歩体験ウォーキング　約4km×2コース　
※5面参照 体 P NPO法人新宿区ウオーキング協会 8:40受付開始　9:00出発

太極拳演武　
太極拳（陳・孫・扇等）を演武致します 発 蕾

ら
心
み

タイチ 11:30～12:00

会場 プログラム名 マーク 企画・運営 時間・定員など

ジョギング広場Ｂ
駅伝を体験しよう！
元気のいい小学生、ジョギング広場Bに集まれ！
対象：小学生

体 P 新宿区ジョギングクラブ 9:30～12:00

芝生広場 ノルディックウォーキング体験会・ブローライフル体験会
ポールで出来る楽しいスポーツを体験しよう！ 体 P ノルディック

ウォーキングイースト
①9:30～12:00　
②13:00～15:30

戸山多目的運動広場A面 グラウンド・ゴルフ体験
どなたでも簡単にプレーできて楽しめます！ 体 P 新宿区グラウンド・ゴルフ協会 9:30～14:30

戸山多目的運動広場B面 ジャイアンツアカデミー in新宿スポレク
対象：小学1～4年生 体 前 P (株)読売巨人軍振興部

　ジャイアンツアカデミー
10:00～12:00
※申込方法は4面へ

箱根山地区

新宿区指定無形民俗文化財
高田馬場流

や ぶ さ め
鏑馬の公開

徳川吉宗が世
よ

嗣
つぎ

の疱
ほう

瘡
そう

平
へい

癒
ゆ

を祈願して奉納 
したことが起源の神事

高田馬場流鏑馬保存会 14:00～15:30
※無料、ただし立見のみ

【マーク説明】　体：体験できます　発：発表をご覧ください　販：販売します　P：ポイントラリー対象プログラム
	 前：このマークのプログラムは事前申し込みが必要です（当日空きがある場合は参加可）※申込方法は4面へ新宿スポーツセンター (大久保3-5-1)

都立戸山公園(大久保3丁目)

※各プログラムの実施時間などは変更となる場合があります。
※プログラムのほとんどは、「どなたでも」、「無料」および「当日参加可」です。
　（一部のプログラムで「事前申込制」年齢などの参加制限があります。プラネタリウムは有料です。）
　また、「定員」のあるプログラムでは、入場制限となる場合があります。
※体験プログラムに参加される方は、動きやすい服装でお越しください。
※ どの会場も、ヒールの付いた底の硬い靴では入場できません。屋内プログラムに参加される

方は、運動のできる室内履きをお持ちください。

※プールプログラムに参加される方は、必ず水着・水泳帽をご用意ください。
※ 安全のため、講師および指導員の指示に従い、十分に気を付けてご参加ください。参加者

の不注意によるケガなどは参加者各自の責任となります。保険の適用はありません。
※ペットを連れての入場およびプログラム参加はできません。
※ 当日、各施設の駐車場は使用できません。駐輪場にも限りがありますので、ご来場の際は、

公共交通機関をご利用ください。

どなたでもいろいろなスポーツを体験できるプログラムが盛りだくさん！
ポイントラリー対象プログラムに参加して、リーフレットにポイントを集めてプレゼントに交換！
新宿コズミックセンターと新宿スポーツセンターの一部施設では無料開放も行います。

また、リーフレット掲載の区内協賛スポーツ・レクリエーション施設では、
期間限定で特別優待が受けられます。

秋の一日、ご家族やお友だちと楽しく汗を流してみませんか？
詳しくは、近日中に区内公共施設で配布予定の「新宿スポレク2015」のリーフレットをご覧ください。

事前募集
プログラムは
４面へ！

10月12日（月祝）は体育の日

「新宿スポレク2015」は
スポーツとレクリエーションのお祭り！

夜もスポーツ★　夜間無料個人開放
各プログラム終了後 最長 21:45まで

（22:00退館）
新宿コズミックセンター：武道場、弓道場
　　　　　　　　　　　※プール・幼児体育室は終日無料開放
新宿スポーツセンター：トレーニング室、幼児体育室（ともに18:00まで）
　　　　　　　　　　 ※今年はプールは工事中のため休場中です
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新宿スポレク新宿スポレク 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）

会場 プログラム名 マーク 企画・運営 時間・定員など
８
階プラネタリウム プラネタリウム秋番組　ケプラーの「夢」と秋の星空

料金：300円（中学生以下無料）
各回約50分　①10:30～　②13:30～　③14:50～
※途中入退場不可　※定員：150名（先着順）

３
階

大会議室 ダーツにチャレンジ！
本物のダーツでファイブスローにチャレンジ！ 体 P 新宿ダーツアミティ ①10:00～12:00　②13:00～15:30

小会議室 からだにいいことはじめよう！健康チェックPコーナー
血管年齢測定やストレスチェックなど 体 P 新宿区健康部 9:30～15:30

廊下
「懐かしの東京オリンピック1964」写真展
1964年開催の東京オリンピックにまつわる写真を展
示します。

（公財）新宿未来創造財団 9:30～15:30

2
階

多目的室

みんなで踊ろう世界のおどり（フォークダンス）
踊りながらいろいろな国へ行ってみましょう 体 P 新宿区フォークダンス連盟 9:30～12:30

ダンスポップス
ポップス音楽にのって楽しくダンスを！ 体 P NPO法人日本国籍華人同携会 13:00～15:30

大体育室

なぎなた演武
なぎなたは年齢・性別関係なくできる武道です 発 新宿区なぎなた連盟 13:10～13:30

ゲートボール体験
ボールを打って、3つのゲートに通してみよう 体 P 新宿区ゲートボール協会 ①9:30～12:00　②13:00～15:30

新宿フットサルフェスティバル
新宿区サッカー協会
フットサル委員会

シュート力測定！ 体 P ①9:30～12:00　②13:00～15:30
フットサル体験会 体 前 17:00～18:30　※申込方法は4面へ

「エキシビジョンマッチ」 発 18:30～20:30

A.英語でチアダンス！B.英語でスポーツ！
英語を使い子ども達の体力向上を応援します！ 体 キッズ英会話スポーツ教室e-kids

A.英語でチアダンス　 ①10:15～11:00、②12:30～13:15
B.英語でスポーツ　 　①11:40～12:15、②13:40～14:10
※定員：各回15名（先着順）

ショートテニス
スポンジボールでテニスの王子様　 体 P 新宿区ショートテニス協会 9:30～12:00

元プロバスケットボール選手によるバスケットボール
体験！　
フリースロー指導などをしてもらおう！

体 P (株)よしもとクリエイティブ・エージェン
シー 12:40～13：40

ゲーゴルゲーム
ゴルフスタイルのスポーツに挑戦しませんか？ 体 P 新宿区レクリエーション・インストラク

ターズクラブ（SRIC）
10:00～12:00　　

（受付時間　9:50～11:00）
ヴェルディ・サッカーアトラクション
サッカーボウリングを楽しもう！ 体 P 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ

(株) 13:00～15:30

「願い凧とストローとんぼ」づくり
私の願い、みんなの願い、天までとどけ 体 P NPO法人新宿区レクリエーション協会 ①10:00～12:00　

②12:30～15:00
「スポレク記念しおり」づくり
参加記念として幸せを呼ぶヒイラギで栞を創る 体 P NPO法人東京児童文化協会 ①10:00～12:00　

②12:30～15:00

コズミック大相撲ランド「スポレク場所」 体 P 芝田山部屋
（公社）東京青年会議所新宿区委員会

①11:30～12:30　
②14:00～15:00

廊下 新宿区ウオーキング協会活動紹介コーナー NPO法人新宿区ウオーキング協会 9:30～15:30

１
階

第一武道場（畳）
古式太極拳 
古式太極拳で太極拳の初歩を体験しませんか？ 体 P 日本太極拳一楽庵　新宿水江会 9:30～12:00

ブラジルの踊る格闘技カポエィラ体験教室 体 P カポエィラ・テンポ 13:30～14:30　※定員：50名（先着順）

第二武道場（木床）

「ブルース・リーのジークンドー」トラッピング・テク
ニック体験
ジークンドーのトラッピング技術を公開

体 P ミタチ・アカデミー 9:30～12:00

無料レガスポ！体験講座
①「ルーシーダットン」（タイ式ヨガ）
講師：松永良恵（レガスポ！講師）
②「美しい姿勢をつくるヨーガ」
講師：今田智子（レガスポ！講師）

体 P（公財）新宿未来創造財団
①13:00～14:00　②14:15～15:00
※受付：各開始15分前から先着順
※対象：高校生以上　※定員：各40名

弓道場
①弓道色

いろ
的
まと

大会　対象：有段者 体 前 新宿区弓道連盟
※①の申込方法は4面へ

9:00受付開始　9:30～12:00
②弓道体験会　対象：原則中学生以上の初心者
※足袋または靴下持参 体 P 13:30～15:30

（受付時間13:20～15:00）

ロビー

オープニングセレモニー 9:30～
英語でチアダンス！発表① 発 キッズ英会話スポーツ教室e-kids 11:05～11:15
サルサダンス、HIPHOPパフォーマンス 発 SDC（Shinjuku Dance Crew） 11:15～11:30
少林寺気功と少林武術カンフー演武 発 （一社）全日本少林寺気功協会 11:30～12:00
カポエィラ・パフォーマンス
ブラジルの踊る格闘技カポエィラを観る 発 カポエィラ・テンポ 12:00～12:30

英語でチアダンス！発表② 発 キッズ英会話スポーツ教室e-kids 13:20～13:30
太極拳演武　太極拳（陳・孫・扇など）を演武致します 発 蕾

ら
心
み

タイチ 13:30～14:00
ヤマザキパン 販 山崎製パン（株）杉並工場 9:30～15:30
ふらっと新宿
新宿区内の福祉作業所の手づくり商品

（ラスク、マフィン、クッキー等）
販 （公財）新宿区勤労者・仕事支援センター 9:30～15:30

タリーズコーヒー 販 タリーズコーヒージャパン（株）早大理工店 9:30～15:30

玄関前
花の苗無料配布 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 10:00～（なくなり次第終了）

コズミックフードスペース 販 ケータリングカー（予定） 9:30～15:30

B
１
階

小体育室

ＧＯＧＯユニカール　床の上でカーリング 体 P 新宿区ユニカール協会 ①9:30～12:00　②13:00～15:30
３Ｂ体操　
音楽にあわせて、気軽にからだを動かそう！ 体 P ３B体操　新宿 ①10:30～11:00　②11:30～12:00

③14:00～14:30　④15:00～15:30
新宿いきいき体操　
新宿人だ！「新宿いきいき体操だ！」 体 P 新宿いきいき体操 ①10:00～10:30　②11:00～11:30

③13:30～14:00　④14:30～15:00

幼児体育室 無料開放　ボールプールで遊ぼう！
※対象：未就学児とその保護者 （公財）新宿未来創造財団 9:30～21:45　（22:00退館）

多目的広場 チャレンジ輪投げ　
特別ルールで誰でも楽しめるチャレンジ輪投げ 体 P 新宿区青少年団体連合会 9:30～15:30

プール 無料開放 （公財）新宿未来創造財団

9:00～21:45　（22:00退館）　※水着・帽子は各自持参のこと
※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）
※オムツがと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
※今年は新宿スポーツセンターのプールが工事による休場中のため、
新宿コズミックセンターの一般用プール、幼児用プールともに終日
無料開放とします

新宿コズミックセンター (大久保3-1-2) 【マーク説明】　体：体験できます　発：発表をご覧ください　販：販売します　P：ポイントラリー対象プログラム
	 前：このマークのプログラムは事前申し込みが必要です（当日空きがある場合は参加可）※申込方法は4面へ
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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）

ハンドボール（成人男子）
日時：11月1日（日）　9:30集合　
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・在学の平成27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円あり）※大会当日集金
申込み：10月1日（木）～16日（金）に、申込書
を新宿区ハンドボール協会　白石あて郵送　
〒179-0072　練馬区光が丘2-7-3-1207　
※9月27日（日）開催「U-18男子の部」の申込み
は締め切りました　
主管：新宿区ハンドボール協会

弓道
1部（初心者・初段まで）、2部（三段以下）、3部
（四段・五段）、4部（称号者）
日時：10月25日（日）　9:30開始　
会場：新宿コズミックセンター　1階弓道場　
参加資格：区内在住・在勤・在学で平成27年
4月1日現在15歳以上の方または新宿区弓道
連盟登録者
参加料：200円/名（別途、昼食代等1,000円
あり）　※大会当日集金
申込み：10月15日（木）までに、新宿コズミッ
クセンターまで持参。または新宿区弓道連盟
（新宿コズミックセンター　1階弓道場内）で直
接申込み
主管：新宿区弓道連盟

申込み：�各競技所定の申込書に必要事項を記入のうえ、新宿コズミックセンターへ。
受付時間　9:00～19:00　ただし、休館日10月13日（火）は9:00～16:30

※�空手道、ハンドボール、ライフル射撃は、申込先が異なりますので、必ず要項でご確認ください。
※�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。

卓球（中学の部）
シングルス（男女別・学年別）、団体戦（学校別）
日時：10月25日（日）　9:00集合　
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
参加資格：区内在学・在住の中学1・2年生　
※新宿区内中学校卓球部については、学校単
位で申込み
申込み：9月28日（月）必着。※身分証明書（生
徒手帳）を持参のこと　※個人申込みには保護
者の承諾印が必要
主管：東京都中学校体育連盟新宿支部卓球専
門部

参加者・チーム募集新宿区民総合体育大会

ライフル射撃
エアーライフルS-60、ハンドライフル、エアピ
ストル60
日時：10月12日（月祝）　9:00～12:00
会場：中央区立総合スポーツセンター

（中央区日本橋浜町2-59-1）　
参加資格：銃砲所持許可書を持つ、区内在住・
在勤の平成27年4月1日現在16歳以上の方ま
たは新宿区ライフル射撃連盟登録者　
参加料：200円/名（別途、使用料等1,300円
あり）　※大会当日集金
申込み：9月28日（月）～10月4日（日）に、新宿
区ライフル射撃連盟　河田まで電話　（Tel 
090-4915-3517）　
主管：新宿区ライフル射撃連盟

空手道
【組手】男子、女子　【形＊】男子、女子
※いずれも、高校生・シニア＊・一般有級・一
般有段
＊シニアは男子40歳以上、女子35歳以上
＊形のシニアは男女混合
日時：10月18日（日）　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・在勤の平成27年4月1日
現在15歳以上の方、または新宿区空手道連盟
登録者　
参加料：200円/名（別途、連盟経費1,800円あ
り）
申込み：10月2日（金）までに、申込書と参加料・
連盟経費を新宿区空手道連盟　石橋あて現金
書留にて郵送　〒161-0033　新宿区下落合
3-21-18　
主管：新宿区空手道連盟

ゲートボール
日時：11月15日（日）　9:00開始　

※予備日　11月22日（日）　
会場：戸山公園（箱根山地区）いきいき広場（戸山3-2）
参加資格：区内在住・在勤・在学の方（年齢・
性別不問）で構成されたチーム（5名以上7名以
内）　※1～4人でも申込み可（チーム編成は主
管団体が行います）　
参加料：200円/名　※大会当日集金
申込み：10月1日（木）～11月5日（木）　
主管：新宿区ゲートボール協会

無料無料 ダンススポーツ（社交ダンス）
区分 競技名 種目 条件・資格
1 ニュー

フェイス
タンゴ 初心者またはカップル

の合計年齢130歳以上2 ジルバ
3 ライジング

スター
ワルツ 経験5年程度

以上4 ルンバ
5

シャドー
ワルツ 経験5年程度

以下6 タンゴ
7 ゴールド

スター
タンゴ カップルの合計

年齢110歳以上8 ルンバ
9 ダイヤモンド

スター
スローフォックストロット 条件・資格制限

なし10 サンバ
※条件を満たせば複数種目出場可
日時：11月1日（日）　9:30～10:00受付　
会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
参加資格：区内在住・在勤の方または新宿区
ダンススポーツ連盟会員でアマチュアの方
参加料：200円/名　申込み：10月15日（木）
までに、新宿コズミックセンター窓口まで持参。
または新宿区ダンススポーツ連盟　宮原あて
現金書留にて郵送　〒169-0075　新宿区高
田馬場4-35-13　カルムB101号　主管：新宿
区ダンススポーツ連盟

いずれも区内在住・在勤・在学の方優先です。
お申込みは、希望種目（時間帯）、参加者全員の氏名・年齢（学
年）・住所・電話番号を明記してください。

ジャイアンツアカデミー
in 新宿スポレク

読売巨人軍OB、ジャイアンツアカデミー認定コーチが
楽しく指導する野球教室です。
時間：10:00～12:00　
会場：戸山多目的運動広場　B面（戸山3-2）　
講師：�読売巨人軍選手OB、ジャイアンツアカデミー認定コーチ
対象：①小学1･2年生と保護者のペア　20組40名

②小学3･4年生　40名　※ともに多数抽選
申込み：��10月2日（金）必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（5面）

のほか、学校名・学年・保護者名を記入し、新宿コズミックセンターへ。
※各自グローブをご持参ください。Fax�03-3209-1833

弓道色
いろ

的
まと

大会
色的を使用し、中

あた
り所

どころ
による得点を競う弓道大会です。

時間：9:30～12:00（9:00受付）　
会場：新宿コズミックセンター　1階弓道場
対象：有段者の方ならどなたでも
その他：※�未経験者（中学生以上）は、午後の体験会

（当日受付）にご参加ください
　（靴下か足

た
袋
び
を持参）

申込み：�10月2日（金）必着。受信可能なFAXにて、
記載例（5面）のとおり記入し、新宿区弓道連
盟　小野田へ　Fax�03-3953-6007

フットサル体験会
時間：17:00～18:30
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
講師：新宿区サッカー協会　フットサル委員会
対象：①親子フットサル体験会　20名10組

　（子どもが小学生の親子対象）
②エンジョイフットサル体験会　20名
　（中学生～一般対象）

申込み：�10月10日(土)必着。Eメールにて記載例（5
面）と参加人数を記入し、新宿区サッカー協
会フットサル委員会へ。※先着順

shinjuku_fa@yahoo.co.jp

新宿コズミックセンター
スポーツフリー教室
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。	

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、練習日が変更または休みと

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「体育施設予定表」をご確認くだ
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　http://www.regasu-
shinjuku.or.jp/?p=91706）

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
に指導します。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。みんなで楽しく元気に、いい汗を流
しましょう！
日時：毎週火曜日　9:30～12:00
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、やわらかい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

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

事前申し込み不要！
おひとりでの参加大歓迎！　

新宿スポレク2015
「体験プログラム」事前募集！

当日参加可能なプログラムについては、
近日中に区内公共施設で配布開始予定のリーフレットおよび本紙3面をご覧ください。

無料無料

月 日10 12 月 祝 体育の日

「コズミック大相撲ランド」
「プロバスケットボール選手に教わろう!」

ス
ポ
ー
ツ
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
祭
典

大集合！▶新宿コズミックセンター
▶新宿スポーツセンター
▶都立戸山公園

イベント アトラクション

2015
新宿新宿

B会場 新宿スポーツセンター（ポイントラリーゴール 1F） 新宿スポーツセンター 都立戸山公園

吹き抜け
ロビー

吹き抜け

洋弓練習場

ロビー
吹き抜け

ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス

ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス

ロビー

ロビー
吹き抜け

吹き抜け

玄関ホール

事務所

ふらっと新宿

ファミリーマート プール

幼児用

多目的コート

大会議室

小体育室

幼児体育室

小会議室

大体育室

第二武道場（木床）

玄 関 前

ロビー

第一武道場（畳）

洋弓場

トレーニング室

新宿バッティングセンター

済スポレク 2015 特別優待

新宿スポレク当日～10月 31日（土）まで有効

新宿スポレク当日～11月 30日（月）まで有効
明治神宮外苑アイススケート場

済①10月12日（月・祝）子ども滑走無料デー
②11 月末日まで特別滑走割引

特　別
ご優待

新宿区内スポーツ
レクリエーション施設

いろんな
ところで しよう！スポレクスポレクスポレクスポレク

スポレク 2015 特別優待 済

東京おもちゃ美術館

シチズンボウル

済スポレク 2015 特別 100 円割引
済

済

済

東急スポーツオアシス新宿店 

済スポレク 2015 特別無料体験

2F 5F

4F

3F

1F

トレーニング室

玄 関 前

幼児体育室

多目的コート

第二武道場（木床）
なぎなた体験教室

9：30～12：00
なぎなたは年齢性別関係なくできる武道です

楽しくリズムに乗って滑ろう
※スケート靴・ヘルメットは持参。多少貸靴あり

ローラースケート体験

9：00～15：00

ロビー
組みひもストラップ作りと
手づくり作品の販売

9：30～15：30

P

P
販

販

販

P

競技プンチャック・シラット体験

①13：15～13：45 ②14：00～14：30③14：45～15：15

1 対 1でスコアを競うタンディングと技を競う演武を体験

P

P

①10：00～12：00
②13：00～15：00

P

P

アーチェリー
Ⓐ体験コーナー

Ⓑミニ講習会

①10：00～10：30
②11：00～11：30
③13：00～13：30
④14：00～14：30

B4
B3

B2
B1

1万歩体験ウォーキング 約 8 ㎞

無料開放

プール

スポーツチャンバラ体験

①10：00～12：00 
②13：00～15：00

あなたも今日からサムライ

P オーストラリアン
フットボールを
体験しよう！

①  9:30～12:00
②12:30～15:30

楕円ボールを使った
スポーツをみんなで
楽しもう！

ふらっと新宿
11：00～

8：40 受付開始、 9：00 出発

P 駅伝を
体験しよう！
元気のいい小学生、
ジョギング広場 Bに
集まれ！

9：30～12：00

ジョギング広場B

高田馬場 流鏑馬の公開

14：00～15：30

箱根山地区

※身長 120cm以上の方対象

※中学生以上の方対象

洋弓場
大会議室

大体育室

9：00～18：00

工事中のため、
プールは休場中です

無料開放
ストラックアウト、
輪投げであそぼう！

9：00～18：00

第一武道場（畳）

ポイントラリーゴール！ポイントラリーゴール！
プレゼント交換所P

10：00～16：00

アンケートコーナー&

■新宿コズミックセンター 新宿区大久保 3-1-2（TEL 03-3232-7701）■新宿スポーツセンター 新宿区大久保 3-5-1（TEL 03-3232-0171）

B

A

TEL：03-3232-7701http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

イベントに参加して プレゼントをもらおう！
　　マークの対象プログラム参加でシールを集めてプレゼントを手に入れよう!  まずはこのリーフレットでチェック！ 楽しく参加！ B会場 新宿スポーツセンター1階のゴールで、シール5コごとにプレゼントをゲット！

P

小体育室

① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
⑪ ⑫ ⑭ ⑮
⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

2524232221

なまえ：

自分だけのストラップを作ろう！

体

発

体

体

体

体

体

体
体

ノルディックウォーキング体験会・ブローライフル体験会
P

ボールで出来る
楽しいスポーツを体験しよう！

①  9:30～12:00
②13:00～15:30

芝生広場

体
P グラウンド・ゴルフ体験

9：30～14：30

戸山多目的運動広場

体

楽しい野球教室
小学 1～4年生対象

10：00～12：00

ファミリーマート
協賛セール

9：30～15：30

太極拳（陳・孫・扇等）を演武致します

太極拳の演武

11：30～12：00

ボッチャ体験コーナー

9：30～15：30
年齢、体力関係なく誰でも楽しめる競技です

P
体

バドミントン

9：30～12：30

P
A.ワンポイントレッスン・体験会
B. 親子ペアによる交流大会
体験会と親子交流会で汗を流そう！

体

やってみよう！
ソフトバレーボール

ソフトバレーボール

13：00～15：30

P
体

大人も子どもも体力テストやっています！

9：30～15：30

6～7種目の体力テスト及び判定

P
体

P
体
前

一万歩ウォーキングにチャレンジしよう

mailto:shinjuku_fa@yahoo.co.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=91706
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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）

※�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

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）
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

記載例

NPO法人新宿区ウオーキング協会第128回例会
明治神宮外苑聖徳記念絵画館
前～下馬中央公園　約11km
追憶の1964東京オリンピックを歩く　その1
日時：10月6日（火）

受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合：明治神宮外苑聖徳記念絵画館前（霞ヶ丘
町1-1）
最寄駅…JR中央線・総武線「信濃町駅」／都
営大江戸線「国立競技場駅」A1出口

コース：聖徳記念絵画館前(スタート)→銀杏並
木→渋谷駅→三宿→三軒茶屋→蛇崩川緑道 
→世田谷区立下馬中央公園（ゴール）

解散：世田谷区立下馬中央公園　※東京学芸
大附属高校隣（世田谷区下馬4-1-1）
最寄駅…東急東横線「学芸大学駅」
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
新宿スポーツセンター前～新宿
スポーツセンター前　約4km
新宿スポレク2015 ウォーキング１万歩ウォーク
日時：10月12日（月祝）

受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合：新宿スポーツセンター前（大久保3-5-1）
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「高田馬場駅」

コース：新宿スポーツセンター前(スタート)
① 小滝橋→神田上水公園→大久保通り→新
宿スポーツセンター前（ゴール）
② 戸山公園→箱根山通り→夏目坂→諏訪通り
→新宿スポーツセンター前（ゴール）

解散：新宿スポーツセンター前（大久保3-5-1）
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「高田馬場駅」
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）

レガス健康ウォーキング
新宿スポーツセンター前～大手
門　約8km
秋の皇居ウォーク、ファミリーウォーキング
日時：10月24日（土）

受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合：新宿スポーツセンター前（大久保3-5-1）
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「高田馬場駅」

コース：新宿スポーツセンター前(スタート)→
学習院女子高等学校→夏目坂→牛込箪笥地域
センター→神楽坂通り→北の丸公園田安門→
北桔橋門→大手門（ゴール）

解散：大手門（千代田区千代田1-1）
最寄駅…都営三田線・東京メトロ東西線・丸
ノ内線・千代田線・半蔵門線「大手町駅」
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）

いきいきウォーク新宿
大久保地域センター～新宿ス
ポーツセンター前　約４ｋｍ
大久保地区楽しく、いきいきウォーク
日時：10月30日（金）

受付9:10～9:30（解散12:00頃予定）
集合：大久保地域センター（大久保2-12-7）
最寄駅…ＪＲ山手線「新大久保駅」／東京メトロ
副都心線・都営大江戸線「東新宿駅」

コース：大久保地域センター (スタート)→小
泉八雲記念公園→職安通り→大久保通り→つ
つじの里児童遊園→百人町ふれあい公園→西
戸山公園→新宿スポーツセンター前（ゴール）

解散：新宿スポーツセンター前（大久保3-5-1）
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「高田馬場駅」
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

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　企画・運営：NPO法
人新宿区ウオーキング協会

無料無料無料無料

初心者フットサル教室（第3期）
ボールの蹴り方、止め方などの基本から丁寧に指導します。これからフットサ
ルを始めたい方や初心者の方にピッタリ！ひとり参加も大歓迎です。ミニゲー
ムなども行いながら、みんなで一緒に楽しくプレーしましょう。
日時：11月13日・20日・27日、12月4日・11日

いずれも金曜日　20:00～21:30　全5回
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
講師：新宿区サッカー協会フットサル委員会
対象：区内在住・在勤・在学（高校生以上）の方　25名（多数抽選）
料金：全2,600円(郵便振替にて支払い）　※欠席時の返金なし
※ 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： 10月14日（水）必着。はがき（52円）または受信可能なFAXにて、記載例（下段）のとおり記入し、

新宿コズミックセンターへ。 Fax 03-3209-1833　※当選者のみ、10月30日（金）までに返信。

スポーツの秋！
フットサルで
熱く燃えよう！

小学生陸上教室
来年1月31日(日）に開催される新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン(2㎞の部）の完走をめ
ざして、長距離中心の練習を行います。オリンピック3大会連続出場の“伝説のランナー・宇佐美彰
朗さん”が、基礎からわかりやすく指導します！（大会への参加は自由）
日時：11月10日・17日・24日、12月1日・8日・22日、平成28年1月5日・19日・26日、

2月2日　毎週火曜日　16:45～18:00　全10回 
会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室　講師：宇佐美彰朗（東海大学名誉教授）ほか
対象：区内在住・在学の小学1～6年生　30名（多数抽選）　料金：全2,000円（区民健康マラソン参
加希望者は別途参加料が必要）　※欠席時の返金なし　協力：新宿レガス陸上クラブ
申込み： 10月19日(月)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて記載例（下段）のほか、性別・

学校名・学年、マラソン大会への参加希望の有無・参加希望の場合は申込済かどうかを記
入し、新宿コズミックセンターへ。 Fax 03-3209-1833

一般社団法人新宿区体育協会主催講習会

社交ダンス初心者教室
はじめての方でも、ジルバ・タンゴ・ワルツの3種目を楽しく学べます。
日時：11月10日～12月22日の毎週火曜日（ただし12月15日をのぞく）　

19:00～21:00　全6回　
会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
講師：（公社）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4,850円（スポーツ安全保険代1,850円含む）　※欠席時の返金なし
主催：（一社）新宿区体育協会
申込み： 10月14日(水)必着。往復はがきに記載例(下段)のとおり記入し、

新宿コズミックセンターへ。
Web

Web

長距離走中心冬季

初心者弓道教室（後期）
日本の伝統武道である「弓道」は、心と技から成り立ちます。技に従い、道に
進むといわれるように、まずは正しい技術の習得から始めてみませんか?
日時： 11月10日（火）・12日（木）・14日（土）・17日（火）・19日（木）・21日（土）

19:00～21:00　全6回
会場：新宿コズミックセンター　1階弓道場
対象： 区内在住・在勤・在学（高校生以上）の健康で運動する体力のある方　15名

（多数抽選）※指導の性質上、全6回必ず出席できる未経験者に限ります。
料金：全3,100円(郵便振替にて支払い）　※欠席時の返金なし
協力：新宿区弓道連盟
※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： 10月15日（木）必着。はがき(52円）に記載例（下段）のとおり記入し、新宿コズミックセンター

へ。※当選者のみ、10月30日（金）までに返信。

11・12月
初級卓球教室
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？
※�会場の都合上、2か月にわたっての開催で
す。
※1月の初級卓球教室はお休みです。

日時：11月5日・19日、12月3日　
いずれも木曜日　各クラス全3回

〈午前クラス〉 9:30～11:00　
〈午後クラス〉 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　※欠席時の返金なし　

※ 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：10月15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（下段）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10月22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
へ往復時と教室時間中
の保護者の付き添いが
必要です。

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。定員を下記のとおり変
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。

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
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お知らせお知らせ

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

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

秋期特別講座  〈各1回完結、¥1,500〉

どなたでもご受講いただけます　充実の208講座 下記受講料はお問い合わせください。

☎：03-5992-1040　 http://open.gakushuin.ac.jp/
パンフレット
無料送付！

学習院生涯学習センター

〒171 0031 豊島区目白1-3-19（学習院目白キャンパス）ＪＲ山手線目白駅徒歩5分、高田馬場駅徒歩9分

皆様の「学びたい」がここに！

学習院の秋講座
受講申込受 付 中!

皆様の「学びたい」がここに！

学習院の秋講座

●【日本をよむ】から▶「おくのほそ道をよむ」 田代一葉 10/7～12/9 (全6回）
●【世界を知る】から▶「中村敬子のシャンソン・コレクション」 中村敬子 10/15～12/10 (全5回）
●【みる,感じる,つくる】から▶「男子専花ー花をかまえる」 飯塚洋子 9/28～12/14 (全5回)
●【自分を見つめる】から▶「はじめての哲学　今だからこそ」 小島和男 10/22～12/3 (全5回）
●【暮らしを豊かに】から▶「あなたも建築美について学びませんか２」 小倉薰雄 10/9～12/4 (全3回）
●【外国語を楽しむ,学ぶ】から▶「フランス語　入門」 西　陽子 9/28～12/14 (全10回）
●【キャリアアップ・スキルアッププログラム】から▶「女性リーダーのためのマネジメント術」 落合和雄 10/20～12/8 (全5回）

★「友禅染の誕生　きものの歴史と魅力に迫る」 福島雅子 【10月31日（土）13：30～15:00】
★「心理学で解き明かす政治の世界」 平野　浩 【11月7日（土）13：30～15:00】

問合せ：�新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

歌あり、 踊りあり。
みんなで参加して楽しむおまつり

合唱、ダンス、書画、生花、
太極拳など多彩な活動成
果をご覧いただけます。
日時：10月17日（土）・

18日（日）
10:00�～16:00�

会場：�北新宿生涯学習館
（北新宿3-20-2）

・舞台発表…�合唱、踊り（フラダンス、フォークダンス、ジャズダンス）　
など

・体験・参加コーナー…�組みひも、フラワーアレンジメント、太極拳�
ヨガ、ダンスなど

・展示コーナー…彩色水墨画、書、パッチワーク、川柳、鳥木彫りなど
料金：入場無料。体験コーナーは一部有料。
問合せ：北新宿生涯学習館　Tel�03-3365-3541

来て、 見て、 Let's  Enjoy！ 

多くの団体が日頃の学習の成
果を披露します。 縁日コー
ナーでは焼きソバ、カレー、
パン、クッキーなどの販売も
あります。
日時：10月3日(土)・4日(日)

10:00～17:00　
会場：戸山生涯学習館（戸山2-11-101）
・舞台発表…�江戸伝統芸能、銭太鼓、合唱、朗読、日舞、ダンス、楽器

演奏など
・体験・参加…ダンス、太極拳、体操、手芸など
・作品展示…�絵画、書、俳句、手工芸、陶芸、生花、フラワーアレンジ

メントなど
・茶席・縁日コーナー
料金：入場無料。茶席(菓子付)300円、体験コーナーは一部有料。
問合せ：戸山生涯学習館　Tel 03-3207-1181

戸山生涯学習館まつり
北新宿生涯学習館まつり

新宿スポーツセンターの工事に伴う混雑緩和のため、
下記のとお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変更のお知らせ

卓球台貸し日程
変更のお知らせ

平成27年度 
新宿区中学生野球大会
結果報告
7月20日(月祝)から8月1日(土)まで、計5日間
にわたり連日白熱した試合が繰り広げられまし
た。大会結果は以下のとおりです。
優勝：成城中学校Ａ
準優勝：ペガサスボーイズ（Ａ）
第3位：オール落合Ａ
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

新宿スポーツセンターの工事に伴う
新宿スポーツセンター利用団体受け
入れのため、下記のとおり卓球台貸
しの日程を変更させていただきます。
皆様にはご迷惑をお掛けいたします
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 11月5日（木）～
平成28年3月31日（木）

変更内容
第1、第3、第5週
木曜日のみ実施
（第2、第4週はお休み）

大久保スポーツプラザ　プラザコンサート
新しく大久保スポーツプラザでもコンサートを行います！

ブラスバンドの休日  
どうぞお楽しみに！
日時：9月27日（日）12:00～13:00
会場：大久保スポーツプラザ　

3階多目的ホール（大久保3-7-42）
出演：新宿区吹奏楽団　
曲目：日本の愛唱歌集　演歌メドレーほか
定員：100名（先着順）　
申込み：当日直接ご来場ください。　
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

無料無料

新宿文化センター ランチタイムコンサート

マンドリンとギターのデュオコンサート
歌心あふれる児嶋絢子のマンドリンと、繊細な響きで聴かせる槐智明
のクラシック・ギター。Duo Alsterの楽しくて美しい音楽をお楽しみ
ください。
日時：10月5日（月）12:15開演（12:00開場）※4歳未満入場不可
会場：新宿文化センター　大ホール　
出演：Duo�Alster（児嶋絢子・槐智明）　
曲目：A.ピアソラ「タンゴの歴史」より、C.ムニエル「演奏会用マズルカ」ほか　
申込み：当日直接ご来場ください。　問合せ：新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

無料無料

New 　　　　　「秋」落語in和室
日時：9月27日（日）13:30開演（13:00開場）
会場：大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保3-7-42）
出演：立川談修（立川流・真打）　
定員：60名（先着順）　
入場料：600円
※「落語in和室」通常公演の回数券を利用される場合は、差額
200円を現金でお支払いください。

申込み：当日会場にて受付（未就学児不可）
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

落語in和室毎月二回のお楽しみ！！

未来の名人候補が続々出演！
初心者の方から通の方まで、毎回多彩な噺で
落語の楽しみをお届けします。寄席は初めて
の方もお気軽にお越しください。

入場料：各回４００円　お得な回数券もあります
申込み：当日直接ご来場ください。
協力：公益社団法人落語芸術協会

大久保スポーツプラザ
日時：10月5日（毎月第1月曜日）
　　  10:30開演（10:00開場）
会場：大久保スポーツプラザ　

３階和室（大久保3-7-42）
定員：60名
問合せ：スポーツ課　Tel�03-3232-7701

三遊亭遊里(10月5日出演)

※開演中、他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。

おめでとう
ございます

おめでとう
ございます

音楽・コーラスのつどい
唱歌・ポピュラー・クラシックなど
の楽曲をお楽しみください。

日時：9月22日（火休）　
12:00～17:30
(11:30開場)

会場：新宿文化センター　
大ホール（新宿6-14-1）

協力：新宿区合唱連盟

書の展
漢字、かな、篆刻、刻字、近代詩など
の作品を展示します。
日時：10月7日（水）～10月11日(日)　

10:00～18:00（最終日は15:00まで）
会場：新宿文化センター　

地下1階展示室
（新宿6-14-1）

協力：新宿区書道連盟

『茶の湯の会』茶券 販売中 
裏千家、表千家、不昧流、煎茶道鳳園流 各流派の方々がお席
を持ちます。初心者の方も気軽にご参加いただけます。
都会の喧

けん
騒
そう

を忘れ、日本の古き良き文化に触れてみませんか。
日時：10月24日（土）　10:00～15:00
会場：茶道会館（高田馬場3-39-17）
料金：点茶席3席と点心(お弁当)付�1枚2,500円�450名

お茶席(明々軒)1席のみ�1枚500円�200名
協力：新宿区花道茶道協会
　茶券は新宿文化センター（9:00～19:00）
　で販売中（なくなり次第終了します）

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 無料無料開催！ 申込不要

直接会場へ
お越しください

同日開催！
2プログラム続けて
お楽しみ下さい！

年4回の
大好評寄席

http://open.gakushuin.ac.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/


7『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)

百万人の山と自然　公開講座のお知らせ
（公社）日本山岳ガイド協会は、医師・登山
家の橋本しをり氏と地質学者の原山智氏を迎
え公開講座を開催します。10月6日（火）18
時30分開演。牛込箪笥区民ホールにて。入場
無料・予約不要。問合03-3358-9806 平井まで

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

楽しいフラメンコと健康体操の生徒募集中！
シニアクラスあり！体験無料！初心者歓迎！
☎0333692008　スタジオフローラ　寺島由香

ピアノ教室開講！　Joy music salon
〜目白駅（山手線）より徒歩7分〜
お子様から大人の方まで、様々な目的に対応
した個人音楽教室（ピアノ・声楽）
詳細はHP【Joymusicsalon　ピアノ】で検索
連絡先 ：joymusicsalon@gmail.com 岩下

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 新宿コズミックセンタープラネタリウム
問合せ　Tel 03-3232-7701

多文化多文化 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）

多文化共生cafe2015
今年度の「多文化共生cafe」は新宿区内在住外国人第3位である

「ベトナム社会主義共和国」にスポットを当て、ベトナムに関する
基礎知識、料理、歴史、旅行、文化体験、習慣、ビジネス側か
ら見たベトナムなど、様々な角度からベトナムを学び、勤勉で真
面目なベトナム人の気質に迫ります。新宿にはたくさんのベトナ
ム人学生が暮らしていますので、ベトナムの方と楽しく交流して
相互理解を深めてみませんか。

日時 内容 会場 講師

1回目 10月31日（土）
13:30〜15:30

初心者向けベトナム理解講座
（座学）

新宿コズミックセンター　
5階中研修室

中野陽子
（株式会社AAB/ベトナム情報センター）

2回目 11月7日（土）
13:00〜15:30

ベトナム料理体験
（調理と交流）

新宿区立消費生活センター分館
（高田馬場1-32-10）

BETOAJI東京
（ベトナム人留学生によるボランティア団体）

3回目 11月21日（土）
18:15〜20:15

ビジネスの側面から見たベトナムとベ
トナム人との付き合い方（基礎編）

（座学）

新宿コズミックセンター　
5階大研修室

ダオ・ユイ・アン
（COPRONA株式会社　代表取締役社長）

4回目 11月28日（土）
13:00〜15:30

ベトナムの正月−テト−を知る
（調理と交流）

新宿区立消費生活センター分館
（高田馬場1-32-10）

かわさきベトナム人留学生を支援する会KVSS
＋ベトナム人留学生

5回目 12月5日（土）
12:00〜14:00

ベトナム交流サロン
（ベトナム文化観覧、食事と交流）

ベトナムフォー
（百人町2-4-5 及川ビル 2階）

かわさきベトナム人留学生を支援する会KVSS
＋ベトナム人留学生

6回目 12月12日（土）
13:00〜15:00

1歩進んだベトナムとの交流
（ベトナム大使館職員ほかと交流）

未定。
詳細は当選者にお知らせします。

グエン・フエン・チャン
（駐日ベトナム社会主義共和国文化観光担当）

対象： 国際交流・多文化共生に興味関心があり、ベトナムの方と楽しく交流したい15歳以上の方（中学生不可）　30名（多数抽選）
料金：全6,000円（調理食材費、レストラン飲食代含む）　※単回受講不可（欠席時の返金なし）
協力： ベトナム社会主義共和国大使館、BETOAJI、かわさきベトナム人留学生を支援する会KVSS、株式会社AAB　ほか
共催：新宿区
申込み： 10月12日（月祝）必着。FAX、Eメールまたは郵送にて記載例（5面）を記入し、新宿コズミックセンターへ。

 Fax 03-3209-1833　 chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

ベトナムを学ぶ！
ベトナムに関する基本的な情報などを、ベトナムに関係する講師
の方をお招きして学びます。　
対象：どなたでも、各講座先着30名
※「多文化共生cafe2015」との両方に応募した方は、「多文化共生cafe2015」落

選時のみ両講座を受講することができます。「多文化共生cafe2015」のみ希望
する方はお申込み不要です。 

料金：各500円　協力：ベトナム社会主義共和国大使館、株式会社AAB ほか
共催：新宿区 
申込み： 10月28日（水）必着。FAX、Eメールまたは郵送にて記載例（5面）を記入し、

新宿コズミックセンターへ。 Fax 03-3209-1833　 chiiki@regasu-
shinjuku.or.jp

日時 内容 会場 講師

10月31日（土）
13:30〜15:30 初心者向けベトナム理解講座

新宿コズミック
センター
5階中研修室

中野陽子
（株式会社AAB/ベトナム情報センター）

11月21日（土）
18:15〜20:15

ビジネスの側面から見たベトナムと
ベトナム人との付き合い方（基礎編）

新宿コズミック
センター
5階大研修室

ダオ・ユイ・アン
（COPRONA株式会社　代表取締役社長）

新宿区は国内外の都市と友好提携し、様々な交流をしています。その中でも子どもたちの絵画・書道作品による作品交流展は、多くの方にご来場いただいている毎年恒例の
催しです。子どもたちの作品を通して、お国柄、土地柄など、その国や地域の伝統・文化を感じていただくことができるでしょう。ぜひ、ご家族、お子様連れでお越しください。

ギリシャ共和国レフカダ市、中華人民共和国北京市東城区、長野県伊那市、新宿区の3歳～15歳の子どもたちの絵画・書道作品　約300点　共催：新宿区
日時：10月17日（土）〜20日（火）　8:00〜21:00（ただし17日は12:00から、20日は17:00まで） 　会場： 新宿駅西口広場イベントコーナー（京王線、小田急線、JR各新宿駅西口改札口より徒歩1分）　

絵と書がつなぐ交流の輪  新宿区友好都市
児童・生徒作品交流展

無料無料

Web

Web

障がいがある方のための“わくわくプラネタリウム”
どなたでも気兼ねすることなく、プラネタリウムの一般投影をお楽しみいただけます。上映途中
の入退場は自由。声や音を出しても大丈夫です。（上映内容は、現在の一般投影秋番組「ケプラー
の『夢』と秋の星空」です。投影は約50分。）※字幕協力：バックスコート＠
日時：10月31日（土）　11:00開始（10:30開場）　定員：70名（先着順）
料金：100円（同行者の方は無料）　申込み：10月21日（水）必着。
新宿コズミックセンター窓口などにて配布の申込書に記入し、新宿コズミック
センター窓口へ。また、はがき（52円）、受信可能なFAXにて、記載例（5面）のほか、

「障がいの種類」「車いす使用の有無」「同伴者の有無とその人数」を記入し、スポーツ課へ。
Fax 03-3209-1833　※当日は、定員の関係上お受付できない場合がございます。

字幕付き

Photos：APEX INTERNATIONAL INC

ベトナムに
ふれてみよう！

mailto:chiiki@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:chiiki@regasushinjuku.or.jp
mailto:joymusicsalon@gmail.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/


8 （（10月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター13日（火）　／大久保スポーツプラザ19日（月）　／新宿文化センター13日（火）　／新宿歴史博物館13日（火）･26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5日（月）･13日（火）･19日（月）･26日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉12日（月祝）　〈戸山･北新宿〉26日（月）

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にて、
記載例（5面）のとおり記入し、新宿文化センターへ。
Fax 03-3350-4839

問合せ：�新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

Web

学  習学  習

コンピューター
タブレット　使いこなし講座
〜ＮＰＯ法人テラ・ガーデン新宿〜
タブレットをもっと使いこなしたい方のための
講座です。便利で楽しい機能を紹介します。
日時：11月18日～12月9日の毎週水曜日

19:00～20:30　全4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4,000円
申込締切：11月1日(日)必着。

一般教養【追加募集】
一般教養木曜午後コース　
〜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：10月8日～平成28年2月25日の木曜日

13:00～15:00　全10回
対象：55歳以上の方　8名
会場：落合第二地域センター (中落合4-17-13）
参加料：全4,000円
申込締切：9月30日(水)必着。

一般教養【追加募集】
中高年教養講座
〜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
の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：10月7日～平成28年2月17日の水曜日

13:30～15:30　全10回
対象：55歳以上の方　15名
会場：北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)
参加料：全4,000円
申込締切：10月1日(木)必着。

音楽【追加募集】
子どものための合唱講座
〜落合少年少女合唱団〜
歌の好きな子あつまれ！練習や発表会で仲間と
すてきなハーモニーを奏でよう！
日時：11月14日～平成28年2月20日の土曜日

10:00～12:00　全10回
対象：小学1年生～中学生　8名　
会場：落合地域小学校
参加料：1回400円
申込締切：10月10日(土)必着。

音楽【追加募集】
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。合唱が初めての
お子さまにもハーモニーの魅力を！
日時：11月14日～平成28年1月30日の土曜日

14:00～16:00　全7回
対象：小学生～高校生(未就学児応相談)�10名
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
参加料：1回500円(別途保険料800円)�
申込締切：10月25日(日)必着。

音楽【追加募集】
みんなで唄う
〜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。ぜひご参加ください。
日時：�10月24日～平成28年2月20日の第3土曜日

（10月のみ第4土曜日）　13:00～15:00　全5回
対象：どなたでも　10名
会場：四谷ひろば(四谷4-20)
参加料：１回500円(別途教材費1,415円)
申込締切：10月5日(月)必着。

ダンス【追加募集】
中高年向けストレッチとジャズダンス
〜 K＆Kパッション〜
ヨガやピラティスを行い腰痛や更年期症状を和
らげながら、楽しく踊って健康維持と若返りを
めざしましょう。
日時：�10月13日～平成28年2月23日の原則第

2・4火曜日　14:30～16:00　全10回
対象：主に中高年女性の方　15名
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
参加料：全8,000円
申込締切：9月28日(月)必着。

ダンス【追加募集】
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：10月13日～平成28年2月23日の火曜日

17:45～19:45　全10回
対象：どなたでも　10名
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
参加料：全5,000円
申込締切：10月5日(月)必着。

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

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！
①先行エントリー　受付終了しました。
②一般エントリー
●ハーフマラソン（先着順）� 一次受付：受付終了しました。
� 二次受付：受付中～10月16日（金）
●10km・健康マラソン　受付中～10月16日（金）
③個人協賛ランナーエントリー　受付中～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、二回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。

　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/

大会協賛企業・団体募集
◆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　54,000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
※�すべて先着順です。詳しくは大会実行委員会事務局までお問い合わせください。

ボランティアスタッフ募集
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、または大会ウェブサイトにて、

大会実行委員会事務局まで。Fax 03-3232-7891
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
IDハーフマラソンに関すること　Tel�080-4429-1672

2016年1月31日日

私は絶対大丈夫！と思う心のすき間に忍び寄る巧妙な手口
誰でも危ない！ダマされないぞ！悪質商法
悪質商法は、日々巧妙化かつ増加しており、誰しもが思いもしないところで、被害に遭う危険性が
あります。被害者にならないために知っておきたい最新の情報、
被害事例や対処法を、消費生活相談員が解説します。
日時：10月24日（土）13:30～15:30
会場：新宿文化センター　4階第1会議室（新宿6-14-1）
講師：新宿消費生活センター　消費生活相談員
対象：区内在住・在勤・在学の方　40名（多数抽選）
申込締切：�10月14日（水）必着。

確定申告　HOW　TO講座
「申告書の書き方」から「疑問解決」まで
確定申告が必要になった時に困らないために、申告書作成の基本
やポイント、よくある疑問の解決方法などを解説します。
日時：11月15日（日）9:30～11:30
会場：新宿文化センター　4階第1会議室（新宿6-14-1）
講師：公認会計士・税理士　大林善次�(大林公認会計士事務所)　
対象：区内在住・在勤・在学の方　40名（多数抽選）
申込締切：�10月30日（金）必着。

消費者講座 新宿消費生活センター委託講座 無料無料 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　
定員：各回60名　
連携・協力：NPO法人エイプロシス

�
10月10日(土）

10:00～12:00 証券基礎知識⑤�やさしい株価チャートの基本

� 13:00～15:00 証券基礎知識⑥�やさしい決算書の見方

�
10月31日（土）

10:00～12:00 証券基礎知識⑦�主な投資指標の見方

� 13:00～15:00 セカンドライフの経済生活設計

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

10月講座

申込み：�往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（5面）のとおり記入し新宿文化
センターへ。　Fax�03-3350-4839�

問合せ：�新宿文化センター　Tel 03-3350-1141
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Web

同時開催  第１回日本IDハーフマラソン選手権大会

Web

申込み：スポーツエントリー 
Tel 0570-550-846
http://www.sportsentry.ne.jp　

http://www.aprosis.com/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
http://www.sportsentry.ne.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/

