
1新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンウェブサイトのURLが変わりました　http://www.shinjukucity-halfmarathon.jp/
旧URLで「ブックマーク」「お気に入り」登録を行っている方は、登録の変更をお願いいたします。

www.re
gasu-s

hin
ju

ku
.o

r.
jp

www.re
gasu-s

hin
ju

ku
.o

r.
jp

11月20日号

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　平成27年11月20日 第117号　次号は12月5日発行です。
〒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）Fax 03-3209-1833   

ContentsContents

星空コンサート
申込み受付中 3面

臨時・年末年始休館の
お知らせ

4面

2面レガスポ10＆出張レガスポ！
参加者募集中

発見！

新宿コズミックセンターの
楽しみ方！

新宿コズミックセンターには、ふらっと気軽に楽しめるプログラムがたくさん！
新しい趣味や日課が、見つかるかもしれません。
新宿コズミックセンターを楽しむプランをご紹介します。 

新宿コズミックセンター
プールは21:45まで営業！
帰宅前のリフレッシュを
日課にしませんか？

お仕事
帰りには

お休みの
日には

1回
400円

プールでリフレッシュ

プラ
ネタリウムでゆったり

レガ
スポ！に参加する

１．券売機でチケット購入
プールの個人利用を、レガスでは「ポイント
ラリー」といいます。地下1階の券売機で
1回400円（大人）のチケットを購入して
プール受付へ＊1

※平成28年3月末まで利用時間制限あり
　（1回2時間）。
＊1　オムツが取れた幼児から利用できます。
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、子ども2名まで入場可）

２．プール用品を手に入れる
キャップ・ゴーグル・フェイスタオルを販売中！ 
※水着の販売はありません。
※プールでは必ずキャップを
　着用していただきます。

３．�マッサージチェアで�
リラックス

プールでリフレッシュした後は、
1階のマッサージチェアで
体を癒しましょう（有料）。

詳しくは2面へ

8階のプラネタリウムでは、
季節ごとの星空を楽しめます。

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

新宿コズミックセンター
〒169-0072　東京都新宿区大久保3-1-2
Tel 03-3232-7701（代表）Fax 03-3209-1833
営業時間　9:00～22:00（窓口受付　8:45～21:00）
休館日　原則第2月曜日（窓口受付　8:45～17:00）
東京メトロ副都心線「西早稲田」駅3番出口より徒歩約3分
JR・西武新宿線「高田馬場」駅より徒歩約15分
JR「新大久保」駅より徒歩約15分
都バス池袋東口行（池86）・新宿西口行（早77）・高田馬場行（高71）

「新宿コズミックセンター前」下車徒歩約2分

予約不要、1回400円の
スポーツプログラム
「レガスポ！」は、
全41講座を
ご用意しています。

ここはどこでしょう？

新
宿
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ズ

ミックセ ン タ ー クイズ！！ 答
え
は
4面
下
欄

１．観覧券を購入
季節ごとの星空を紹介する番組を投影しています。予約不要。
投影開始の30分前から8階受付にて、先着順で観覧券を販
売します。高校生以上は300円、中学生以下は無料です。
※ 投影日時は新宿未来創造財団ウェブサイトにてご確認く

ださい。

２．星空投影を楽しむ
満天の星空で心が穏やかに。どこかレトロな雰囲気のプラネタリウ
ムで、おくつろぎください。途中の入退場はできませんのでご注意を。

３．イベントに参加する
プラネタリウムでは、イベントも盛りだくさん。満天の星空とともに音楽を楽しむ「星
空コンサート」が人気です。
次回開催のお知らせは3面へ。

１．電話1本で託児予約
子育て中のママも安心！
一部の講座では参加当日の電話予約で、
託児サービスが受けられます（先着順）。

２．券売機でチケット購入
新宿コズミックセンター1階・地下1階の券売機
でチケットを購入。講座開講15分前から受付
開始です。※開講後の入場は、講座の進行お
よび安全管理上の観点からご遠慮ください。

３．プログラムに参加
「レガスポ！」は予約不要、1回からの参加も
　　　　　　　　　　　　　　　　できます。



2 『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）

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

フラダンス メンバー募集！ 未経験ok
水・10時半 木・19時 高田馬場各スタジオ
☎080-3364-1630 はじめてのフラ 浅見

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

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

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

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

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）

夜
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目指します。身体
が変われば洋服の着こなしにも自信が！
日時： 平成28年1月6日〜3月9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)

夜
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：平成28年1月6日〜3月9日の
毎週水曜日（全10回）19:30〜20:20
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)

北新宿生涯学習館より会場�
変更いたします

午前
⑦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：平成28年1月14日〜3月
10日の木曜日（全8回）
9：30〜10:30　
※2月11日は除く

午前
⑧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：平成28年1月14日〜3月
10日の木曜日（全8回）10：45
〜11:45　※2月11日は除く

会場：2階ワークルーム　
講師：長友珠紀（水曜通年レガスポ！講師）

in 戸山生涯学習館
(戸山2-11-101)

男性限定

女性限定

夜
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。翌朝のさわやか
な目覚めと活力を！
日時： 平成28年1月6日〜3月9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）

午後
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： 平成28年1月7日〜3月17日

の木曜日（全10回）14:15〜
15:05　※2月11日は除く

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）

夜
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： 平成28年1月7日〜3月17日

の木曜日（全10回）20:15〜
21:05 ※2月11日は除く

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）

午後
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： 平成28年1月8日〜3月18日の

金曜日（全10回）12:45〜
13:45 ※3月4日は除く

会場：2階多目的室
講師：稲吉香苗

（レガスポ！
登録講師）

前回と講師が変わります。

in 新宿コズミックセンター (大久保3-1-2)

元気になる
脳トレ体操

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（欠席時の返金
なし、郵便振込にて支払い)
申込み：12月9日(水）必着。新宿
コズミックセンター窓口、52円は
がき（往復はがき不要）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、12月18日

（金）までに郵送にて返信

①～④共通事項

対象：高校生以上の方　（⑤は男性、
⑦は女性限定）　定員：各25名（多数
抽選、区内在住・在勤の方優先）※最
少催行各15名　料金：⑤⑥全4,100
円　⑦⑧全3,300円（欠席時の返金な
し、郵便振込にて支払い)　
申込み：12月9日(水）必着。 窓口、
52円はがき（往復はがき不要）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、12月18日（金）
までに郵送にて返信

⑤～⑧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

Web

一日の終わりに
心と体の疲れを
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

詳しくは新宿コズミックセンターで配布の各競技要項をご覧ください。新宿未来創造財団ウェブ
サイトからもダウンロード可。

スキー競技　日時：平成28年1月10日（日）　9:00集合　

ジュニアの部 1部 2部 3部 4部 5部

男子
回転

小学1〜3年生
小学4〜6年生
中学生

35歳未満 35歳以上
45歳未満

45歳以上
55歳未満

55歳以上
65歳未満 65歳以上

女子
回転

小学1〜3年生
小学4〜6年生
中学生

30歳未満 30歳以上
40歳未満

40歳以上
50歳未満 50歳以上

会場：�ホワイトワールド尾瀬岩鞍チャレンジAコース（群馬県利根郡）
参加資格：区内在住・在学・在勤の方、または新宿区スキー連盟登録者。
※ ジュニアの部は現在の学年、1〜5部は平成28年1月1日現在の年齢により区分
料金：ジュニアの部無料、1〜5部200円/人　※現地集金　
主管：新宿区スキー連盟
申込み： 11月20日（金）〜12月10日（木）に、必要事項を記入した申込書を新宿コズミックセン

ター窓口へ持参　※受付時間9:00〜19:00

1回400円！  申込不要！ コズミックセンタースポーツプログラム

●対象：高校生以上の方
● いつからでも！何度でも！初めての方も安心のプログラム内容

です。※開講後の入場は、講座の進行および安全管理上の観
点からご遠慮ください。

● 料金は1回400円！お得な回数
券は6枚2,000円（全券未使用の
場合のみ払い戻し可能です。）

●子育て中のママを応援！託児サービスあり！
　（※水・木・金の該当する講座のみ）
　 生後6カ月からの未就学児対象、お子様1名300円

で利用できます。参加当日8:30〜9:00に、電話
予約が必要です（先着順）　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンターでは、気軽に受けられる
スポーツプログラムを全41講座ご用意しています。
予約や申し込みは不要！�
いつからでも何度でも受講OK！
開講15分前から先着順で受け付けます。

注 意 事 項

レガスポ！ 参加までの流れ

券売機で
チケットを購入

受付 着替え（更衣室）
2階　多目的室
…多目的室内
1階　第１武道場
…武道場入口
B1階　小体育室・

多目的広場
…プール受付横
B1階　プール
…プール専用

事前申込
不要

講座開講15分前
から受付開始

講
座
ス
タ
ー
ト
！

参加者募集新宿区民総合体育大会

※託児サービスの予約は受講予約ではありません（受講は先着受付です）。
詳しくは新宿コズミックセンターなどに設置の「レガスポ！」リーフレットをご覧ください。
新宿未来創造財団ウェブサイトからもダウンロード可（http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=84908）

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変更になりました。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）の変更はありません。



3新宿ファッションフィールド2015開催　11月21日（土）14:00開演　新宿文化センター大ホール　問合せ：新宿文化センター　Tel  03-3350-1141

お知らせお知らせ

新宿コズミックセンタープラネタリウム

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）

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・ブルース・ルンバ・タンゴ・
チャチャチャ・ワルツを楽しく学べます。
日時：平成28年1月5日～3月29日の毎週火曜日

（ただし1月12日をのぞく）　全12回　19:00～20:45　
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　
定員：25名（多数抽選）
料金：全7,850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：12月10日(木)必着。往復はがきに記載例(4面)のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。

Shall we 

　　ダンス？

子どもたちの奏でる歌声や演奏をお楽しみください

子どもの音楽会
合唱、吹奏楽などをはじめとした、区内の子どもたちに
よる音楽会です。今年も「新宿ミュージカル講座」の仲間
が参加します。ぜひご来場ください。※入退場自由
時間：11:00開演（10:30開場）　15:00終演（予定）
会場：新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）　問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

障がいのある子どもたちと、
音楽好きのみんなのためのコンサート

障がいのあるお子さまや、“音楽や歌が大好きだけど、静かに座って聴くのはニガテ”というみんなの
ためのコンサートです。クラシック名曲の演奏のほか、一緒に歌ったり、手遊びをしたりと、 
みんなが参加できるコーナーもあります。ご家族そろってお楽しみください。
時間：14:00開演（13:30開場）※約90分（途中休憩あり）
会場：新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）　
対象：どなたでも（とくに小学生までの方におすすめ）　
出演：ビジョンミュージックキッズ！
曲目：「ドレミの歌」、「さんぽ」、「夢をかなえてドラえもん」ほか
定員：60名（多数抽選）※対象のお子さまを優先
申込み： 12月23日（水祝）必着。新宿文化センターウェブサイト内の専用申込フォームまたははがき（52

円）に記載例（4面）のほか、参加者全員の氏名（ふりがな）と関係（親子、介助者など）、障がい
がある場合はその種類、車いす使用の有無を記入し、新宿文化センターへ。

※ 本公演は、いすや床に座って自由なスタイルで音楽を楽しめます。少し声を出したり、途中での入
退場も可能です。（状況により、一時的にロビーで休憩をお願いする場合もあります。）このコンサー
ト趣旨にご理解いただける方でしたら、どなたでも参加可能です。

問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

12/13（日）

11:00開演

大ホール 

平成28年

1/16（土）

14:00開演

小ホール 

初心者フットサル教室（第4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：平成28年1月8日～2月26日の毎週金曜日　

全8回　20:00～21:30
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所属チーム　
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4,000円  ※欠席時の返金なし　※万一の事故の発生に備えて、スポーツ安全保険などの

傷害保険へご加入されることをおすすめします。　
申込み： 12月9日（水）必着。はがき（52円）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、郵送で12月18日(金)までに連絡。

新しい年から始める
フットサル！

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：400円　企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会　

①NPO法人新宿区ウオーキング協会
　第130回例会
日比谷公園健康広場 ～ 泉岳寺
約１0ｋｍ
忠臣蔵ゆかりの地ウォーク
日時：12月8日（火）受付8:40～9:00

（解散12:00頃予定）
集合： 日比谷公園 健康広場（千代田区日比

谷公園1）
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」

コース：日比谷公園健康広場 (スタート)→
浅野内匠頭終焉の地跡→義士洗足の井戸
→愛宕神社→大石主税等切腹の地(イタリ
ア大使館内）→大松寺→旧高松宮邸→大石
良雄外十六忠烈の跡 →泉岳寺（ゴール）

解散：泉岳寺（港区高輪2-11-1）
最寄駅… 都営浅草線「泉岳寺駅」
問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協
会　Tel 090-3217-4109

②レガス健康ウォーキング
井の頭公園 ～ 東部公園
約9ｋｍ
多摩湖サイクリングロードウォーク、
その1
日時：12月16日（水）受付8:40～9:00

（解散12:00頃予定）
集合： 井の頭公園 野外ステージ前（三鷹市

井の頭4）
最寄駅… JR中央線「吉祥寺駅」、京王井の

頭線「井の頭公園駅」

コース：井の頭公園 (スタート)→万助橋→
三鷹駅前→堀合児童公園→境浄水場→多
摩湖自転車道→市民公園→花小金井駅→
東部公園（ゴール）

解散：東部公園（小平市花小金井6-13-1）
最寄駅…西武新宿線「花小金井駅」
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）

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

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、現在の一般投影冬番組「冬の星座と宇宙の神秘」です。投影は約50分）
日時：12月19日（土）11:00開始（10:30開場）
定員：70名（先着順）　
料金：100円（同伴の方は無料）
申込み： 12月10日（木）必着。新宿コズミックセンターなどに設

置の申込書に記入し、新宿コズミックセンターへ。ま
たはＦＡＸにて記載例（4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、
Fax 03-3209-1833へ。

※当日は、定員の関係上お受付できない場合がございます。

問合せ　Tel 03-3232-7701

お客様の声
★�プラネタリウムのゆったりとした　いすでリラックスして、午後の　昼下がりに心地よい音楽を　堪能することができました。

Web

「番組投影」「星空コンサート」「星空おはなしまつり」「障がいがある方のための“わくわくプラネタリウム”」など今後の情報は『Oh ! レ
ガス新宿ニュース』にてご確認ください。

〜満天の冬の星空に響きわたる〜
クリスマス♪ゴスペル星空コンサート
ゴスペル聖歌隊の女神たちから、ひと足早い、メリークリスマ
ス♡を心をこめてお届けします。※冬の星空解説もあります。
日時：12月6日（日） 16:00開演（15:30開場）※約85分
出演：神楽坂サウスゴスペルクワイア　
対象： どなたでも　140名（要事前申込み。全席自由）
料金： 1,500円（当日支払い）※未就学児入場不可、小学1～3

年生は保護者同伴。
曲目：  きよしこの夜、God bless you、What a wonderful 

world、見上げてごらん夜の星を　ほか
申込み： 11月29日(日)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
コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833

※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。

新宿コズミックセンター ロビーコンサート

SHIZEN　クリスマス♪ロビーコンサート
日時：12月19日（土）12:00～13:00　会場：新宿コズミックセンター 1階ロビー
出演：SHIZEN（Ben Haworth＆Rina Suzuki）、ゲスト：Rio&Christi Toston 　
曲目： クリスマスソングメドレー、Bon Voyage ～旅、Invitation (Shakatak)、

ほか(予定)
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

新宿コズミックセンター8階プラネタリウムでは、季節ごとの番組投影だけでなくさまざまな企画をご用意して
います。
10月4日（日）に行われた、「マタニティ星空コンサート」では、アコースティックギターデュオ Healing Artの
お二人が、満天の星空をやさしい音色で包んでくれました。

無料

無料

Web

Web

大久保スポーツプラザ　プラザコンサート 無料

二胡 クリスマス♪プラザコンサート
日時：12月12日（土）開場11:30　開演12:00　
会場：大久保スポーツプラザ 3階和室（大久保3-7-42）　
出演：董

どん
時
し

輝
ほい

力
り
（ピアノ伴奏あり）　曲目：情熱大陸、バッハ「G線上のアリア」、

クリスマス名曲集ほか（予定）　定員：60名　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
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1面　新宿コズミックセンタークイズの答え：新宿コズミックセンターエレベーターの天井。流れ星が見られます。遊びに来てくださいね！

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/

記載例

（往復はがきの場合）
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

往信（表） 返信（裏）

申
込
先
名

申
込
先
所
在
地

記入しない

52
円

※ 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。
※ レガスポ！10・出張レガスポ！・初心者フットサル教室のお申し込

みは往復はがきは不要です。52円はがきにてお申し込みください。

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

作品出展募集
4月展示：平成28年3月25日(金) ～4月21日(木)
5月展示：平成28年4月22日(金) ～5月26日(木)

展示場所概要：展示ボックス(立体作品および平面作品)…10か所　縦120cm横90cm奥行85cm程度
　　　展示ケース(主に平面作品)…5か所  縦120cm横85cm奥行8cm程度

対象：グループ…会員数が5名以上で8割以上が区内在住･在勤の方で構成されていること　個人…区内在住の方
定員：各月原則1団体または個人※複数の団体個人で合同展示も可（多数抽選）
申込み：平成28年1月10日(日)必着。はがき(52円)またはEメールにて、出展者名(団体の場合団体名と代表者名)、日頃の活
動場所、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、出展希望月、出展予定作品の内容および点数見込を記載し、新宿文
化センターへ。　問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　bunka@regasu-shinjuku.or.jp

みるっく
ギャラリーオーガード

Ｊ

駅
宿
新
Ｒ
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新宿駅

歌舞伎町
新宿区役所
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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

・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・

・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・

健康長寿は日々の食生活から
～みんなの食育講座～　
健康に長生きするためのバランスの良い食事
とその摂り方についてお話しします。売られ
ている食品ラベルの見方、添加物などについ
ても学びましょう。
日時：平成28年1月16日（土）10:00～11:30
会場： 新宿文化センター　4階第1会議室 

 (新宿6-14-1）
講師：NPO日本食育インストラクター協会　

NPO日本食育インストラクター１級　廣瀬弘子
対象：区内在住・在勤・在学の方　40名（多数抽選）
申込み： 12月24日（木）必着。往復はがきまたは受信可能な

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

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/

消費者講座新宿消費生活センター委託講座

趣味 囲碁教室（中級）
〜盤友囲碁クラブ〜
みんなで楽しく囲碁を学び、趣味の世界を広げ、仲間
と一緒に一桁の級を目指しましょう。
日時：平成28年1月23日～3月12日の毎週土曜日　

全8回　13:00～15:00
会場：赤城生涯学習館　2階教養室Ａ(赤城元町1-3)
対象：9歳以上の方　20名(多数抽選）
料金：全4,000円（教材費込）
申込締切：平成28年1月7日（木）必着。

趣味 はじめての人のための健康マージャン講座
〜健康マージャンサークルらくじゃん〜
大好評の講座です。プロの講師がゼロから優しく指導します。新年からぜ
ひチャレンジしてみましょう！
日時： 平成28年1月18日～2月29日の毎週月曜日　全6回（ただし2月8日

をのぞく）10:00～12:00
会場：住吉町生涯学習館　地下１階学習室Ａ(住吉町13-3)
対象：概ね30～80歳代の方　24名（多数抽選）　
料金：全3,000円（教材費込）　
申込締切：12月20日（日）必着。

前半4回で世界にひとつだけのマイウクレレをつくり、後半4回でウクレレ演奏の 
基礎的な技術を身に付けます。
日時：平成28年1月13日～3月2日の毎週水曜日　全8回　19:30～21:00
会場：新宿文化センター　4階第2会議室（新宿6-14-1）
講師：方

かた
喰
ばみ

浩
ひろし

（クロサワ楽器ウクレレ音楽教室講師）
定員：15名（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先
料金：全18,000円(材料費・教材費込)

※欠席時および途中キャンセル時の
　返金なし

申込締切：12月7日（月）必着。

いっぱいしゃべって、いっぱい笑って、 
新年から“笑顔の健康づくり”しませんか！

はっきりと滑舌よく話したり大きな声で笑うことは、身体にとっても良いことです。
簡単なストレッチや台本を使った発声法・模擬演技などで、たくさん声を出し健康づくりをしましょう。
日時：平成28年1月8日～2月19日の毎週金曜日　全7回　13:30～15:30
会場：新宿文化センター　4階和会議室（新宿6-14-1）
講師：岡田由記子（劇団鳥獣戯画出身、通年開催レガスポ！講師）
定員：30名（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先
料金：全4,200円　※欠席時および途中キャンセル時の返金なし　申込締切：12月21日（月）必着。

つくって弾こう♪ウクレレ講座
明るく楽しい“しゃべる”講座　第2期

ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

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

無料

12月の臨時休館と年末年始の休館のお知らせ
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

施設名 臨時および定期休館
12月 1月

問合せ27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

新宿
コズミックセンター

プール、弓道場 12月14日(月) ～18日(金)

通
常
開
館

年末年始休館
通
常
開
館

Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター

上記以外 12月14日(月) ～16日(水)※
大久保スポーツプラザ 12月21日(月)
屋外スポーツ施設
佐伯祐三アトリエ記念館
中村彝アトリエ記念館
林芙美子記念館

12月7日(月)・14日(月)・
21日(月)

Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館

新宿文化センター 12月8日(火)

Tel 03-3350-1141
新宿文化センター

赤城生涯学習館
住吉町生涯学習館
西戸山生涯学習館

12月14日(月)

戸山生涯学習館
北新宿生涯学習館

しんじゅく多文化共生プラザ 12月9日(水)・24日(木) Tel 03-5291-5171
しんじゅく多文化共生プラザ

新宿歴史博物館 ※工事のため休館　
　11月30日（月）～平成28年3月25日（金）予定

Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館

新宿スポーツセンター ※工事のため休館　
　休館中～平成28年3月31日（木）予定

Tel 03-3232-0171
新宿スポーツセンター

※ 新宿コズミックセンター12月14日（月）～16日（水）の休館中、事務所窓口は9:00～17:00で営業しています。

レガスまつり2016 出展＆出演団体募集
レガスまつりは、新宿で活動している団体や新宿未来創造財団(レガス新宿)のさまざまな事業を紹介するイベントです。
日時：平成28年4月2日（土）　会場：新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）・大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）
募集内容：①PRチラシ･パンフレット等の配布設置　②活動紹介(パネル展示･実演など)　③作品などの販売　④体験(スポー
ツや手工芸など短時間でできるもの)　⑤ステージ発表(歌･楽器演奏･踊りなど)　⑥食品販売(調理は簡易二次的な調理のみ) 
⑦そのほかまつりを盛り上げる企画
申込み： 12月7日(月)必着。詳しくは募集要項(新宿コズミックセンターで配布および新宿未来創造財団ウェブサイトからダウン

ロード可)を確認のうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

新宿歴史博物館臨時休館のお知らせ
特定天井等改修工事のため、11月30日（月）から平成28年3月25日（金）まで

（予定）休館させていただきます。ご利用の皆さまにはご不便をおかけ
しますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。休館中は窓口業務を
休止します。電話によるお問合せ、郵送による講座の申込みはご利用
いただけます。問合せ：新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

都立新宿山吹高等学校
施設利用抽選会日程変更のお知らせ
平成28年1月～3月の利用にかかる抽選会について、学校運営上の都
合により日程を変更します。
変更前：平成27年12月22日（火）　変更後：平成27年12月1日（火）
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

施設予約システムおよび
教室講座予約サービスの停止について
下記日程でシステムメンテナンスのため、サービスを停止させていた
だきます。ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解ご協
力の程お願いいたします。
停止対象：① 施設予約システム、　② 教室講座予約サービス
停止日時：11月24日（火）0:00～17:00

　※作業進捗により、前後する場合がございます。
　※停止期間中は、対象サイトは閲覧できません。

問合せ：経営課　Tel 03-3232-7701
※施設の利用については、各施設へお問い合わせください。

区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業 講座参加者募集
新しいことを始めてみませんか！

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。

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

Web

Web

作って楽しい！
弾いてうれしい！
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