発行：公益財団法人新宿未来創造財団

平成28年2月20日 第123号

〒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

次号は3月5日発行です。

Tel 03-3232-7701
（代表）Fax 03-3209-1833
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新宿未来創造財団では以下の19校の運営を受託しております。
※各ひろばでの受付場所・日程は下表の通り。
なお、新宿コズミックセンターでの受付は3月1日
（火）
から始まります。
ひろば
津久戸

平日放課後の実施時間 28年度受付開始日
年間

～18:00

2月29日(月) ～

2月28日(日)11:00～12:00

江戸川

年間

～18:00

2月29日(月) ～

3月12日(土)11:00～12:00

年間

～18:00

3月1日(火) ～

3月12日(土)11:00～12:00

愛日

年間

～18:00

2月29日(月) ～

3月12日(土)10:00～11:00

早稲田

2月～10月 ～17:00
11月～1月 ～16:30

3月1日(火) ～

3月12日(土)10:00～11:00

鶴巻

3月～9月   ～17:30
10月・2月 ～17:00
11月～1月 ～16:30

3月1日(火) ～

3月19日
（土）
12:45〜13:45

～18:00

3月1日(火) ～

3月12日(土)10:00～11:00

2月～10月 ～17:30
11月～1月 ～17:00

3月1日(火) ～

3月5日(土)10:00～11:00

余丁町
四谷

年間

～18:00

2月29日(月) ～

3月12日(土)11:00～12:00

花園

年間

～18:00

3月1日(火) ～

2月27日(土)10:30～11:30

天神

3月～9月   ～18:00
10月～2月 ～17:00

3月1日(火) ～

3月13日(日)11:30～12:30

戸塚第一

2月～10月 ～17:30
11月～1月 ～17:00

3月1日(火) ～

3月12日(土)10:30～11:30

落合第二

3月～10月 ～17:30
11月～2月 ～17:00

3月1日(火) ～

3月5日(土)13:00～14:00

落合第三

3月～10月 ～17:30
11月～2月 ～17:00

2月26日(金) ～

3月12日(土)11:00～12:00

落合第五 年間

～18:00

2月23日(火) ～

2月27日(土)10:30～11:30

3月～10月 ～17:30
落合第六
11月～2月 ～17:00

2月29日(月) ～

3月12日(土)10:00～11:00

淀橋第四

3月～9月   ～18:00
10月～2月 ～17:00

2月23日(火) ～

3月12日(土)13:00～14:00

柏木

3月～9月   ～18:00
10月～2月 ～17:00

3月1日(火) ～

3月12日(土)13:00～14:00

西戸山

年間

2月23日(火) ～

3月12日(土)14:00～15:00

～18:00

子どもひろば

休日受付日時

市谷

牛込仲之 年間

小学校放課後

※夏休み等長期休業期間は10:00から実施します。(終了時間は学校により異なります)

28年度

平成

な

2月 20日号
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来年度の登録を開始します！

そびがいっぱい
あ
い
ぱ
ってもひろばで遊ぼ
な
いっ
が
う！
年に
学
ま
い
か
し 平成28年度の新規登録、継続登録の受付を開始いたし
新
ます。子どもひろばは、放課後の時間に小学校の校庭や

室内で子どもたちが自由に遊んだり宿題をする“居場所”
です。また、スポーツや将棋、工作などの楽しいプログ
ラムも実施しています。
この機会にぜひお申し込みください。

対象：平成28年4月以降に区内在住または新宿区立小学校に在籍している児童
申込受付場所：A 各小学校のひろば活動室(ひろば開催時間中および休日受付日時)
       B 新宿コズミックセンター (3月1日
（火）
から休館日を除く9:00～19:00)
申込方法：参加申込書をご持参ください。
※参加料は無料です。
※6年生までの継続登録となります。
※参加申込書に保護者印は不要です。
※お子さまによるお申し込みもできますが、大切な個
人情報を含む書類のため、可能な限り保護者によ
るお申し込みをお願いいたします。
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122
※一覧表以外の新宿区立小学校、新宿養護学校の子
どもひろばについては、新宿区子ども総合センター児
童館運営係へお問い合わせください。
Tel 03-5273-4544
※「学童クラブ機能付き放課後子どもひろば」
、
「開設時間を延
長する放課後子どもひろば」の登録などについては、新宿区子
ども総合センター児童館運営係へお問い合わせください。Tel 03-5273-4544

タクトシステム株式会社 営業本部 第二課
レガス紙担当 高橋 沙門様

C ont e nt s
ユニバーサル・スポーツ交流
フットサル

2面

国際交流サロン

3面

新宿力パワーアップ講座

4面

新宿区小学生囲碁大会

囲碁は集中力や考える力を養うことができる頭脳スポーツです。
区内小学生大会に出場して実力を試してみませんか。
日時：3月20日(日祝）
10:00～15:00(終了予定) 会場：新宿コズミックセンター 5階大研修室
対象：小学1～6年生 60名
（多数抽選）
※区内在住・在学の方優先
これぞ頭脳スポーツ！
料金：700円
（参加料） 協力：
（公財）
日本棋院
申込み：3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（3面）のほか、学校名・学年・囲
碁経験の有無と級などがあれば記入し、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833
Web
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

小学校放課後子どもひろば

子どもたちの
見守りスタッフ
募集
子どもたちが安心して放課後の
時間を過ごせるよう、教室や校庭
で安全管理や遊びのサポートをす
る仕事です。
場所：新宿区内の小学校（勤務地
希望、応相談）
時間：放課後～最長19:10
※学校・時期により異なる
（学 校の長期休業期間等
は9:50～）
対象：子どもが好きな方。
資格・経験不要。
時給：940円～ (平 成28年4月よ
り950円〜 )
※試用期間あり
問合せ：子ども支援課
Ｔel 03-3232-5122

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
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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）

ユニバーサル・スポーツ交流 フットサル

平成28年度 新宿区民総合体育大会

新宿区民踊大会

出演団体募集

区内で活動するみなさんが、全国各地の民踊を披露する大会です。ご参加をお待ちしております。
日時：6月12日(日)10:00～17:00(予定) 会場：新宿文化センター 大ホール
主管：新宿区民踊連盟
演目：1団体2曲以内(1曲5分以内)
※2曲のうち1曲は民踊とし、もう1曲は新舞踊も可
※踊り手は2名以上
（1人演舞は不可）
参加資格：上記演目条件を満たし、以下のいずれかに該当する団体 (1)新宿区民踊連盟加盟団
体 (2)区内在住・在勤・在学者が在籍する団体 (3)主に区内で活動している団体
料金：2,000円/1団体
申込み：4月5日
（火）
必着。所定の申込書に必要事項を記入のうえ、参加料を添えて新宿コズミッ
クセンター窓口へ。受付時間9:00～19:00 休館日の3月14日(月)は9:00～16:30
詳しくは、新宿コズミックセンターで配布の大会要項・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。
代表者会議：4月6日(水)10:00～ 新宿コズミックセンター 3階大会議室
※演舞の順番を決める抽選を行うため、必ず出席してください。
欠席の場合は主管団体が順番などを決定させていただきます。

4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？

※ 5月の初級卓球教室はお休みです。
日時：4月7日・14日・21日・28日 いずれも木曜日 各クラス全4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 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2,000円 ※欠席時の返金なし
協力：新宿区卓球連盟
※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：3月17日（木）必着。所定の申込書（新宿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（3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
3月24日
（木）
に新宿コズミックセンター窓口に抽選結果を掲示しますので、ご確認ください。
※電話での当落の問い合わせは、平日9:00～17:00
※安全上、小学生は教室への往復時と教室時間中、保護者が付き添いのこと。

現役ゴールボール選手講演会

無料

パラリンピックの正式種目であるゴールボールの現役選手で、日本代表の主将である信沢用秀氏を
迎えて、ゴールボールや障がい者スポーツなどについて講演をおこないます。障がい者スポーツと、
ゴールボールへの理解を深める絶好の機会です。ぜひご参加ください。

第6回つばめ野球教室

ヤクルトスワローズのOBが｢心・体・技｣をテーマに楽しく指導！
日時：3月21日
（月振）
9:00～12:15
会場：落合中央公園野球場(上落合1-2）
対象：区内在住・在学の小学4・5年生
（新5・6年生）
200名
（多数抽選）
申込み：3月4日
（金）
必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、
記載例
（3面）
のほか学校名、現在の学年と名前のふりが
な、希望ポジションを記入し、新宿コズミックセンターへ。
Fax 03-3209-1833
協力：NPO法人つばめスポーツ振興協会、
新宿区少年軟式野球連盟
協賛：
（株）
ヤクルト本社、
（株）
ヤクルト球団

一 歩 一 歩 、健 康 づ く り ♪

健康
情報

Ⓒ Tokyo Yakult Swallows

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！

平成28年度 ハンディキャップスイムデー

温水プールで“水の効用”を楽しんでいただけます。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
（更衣室の利用
（更衣）
を含む。退水は10:40。）
※夏季除外日あり ※時間内であればいつでも利用可。※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 対象：心身に障がいのある方とその介助者
（利用日当日の登録は不可）
。
料金：100円
（介助者は無料） 申込み：ご利用の前に登録が必要です
・登録書配布：2月22日(月) ～新宿コズミックセンター 1階窓口9:00～17:00
(平成27年度にご登録されている方には登録書を郵送でお送りします）
・登録受付日程：2月28日(日)、3月13日(日)・27日(日)の9:00～11:30
事前登録制
・登録場所：新宿コズミックセンター 地下1階プール受付前廊下
（年度ごと）
※上記日程のご来館が難しい場合は、事前に電話連絡の上、ご来館ください。

初心者アーチェリー教室

日時：4月5日（火）
、12日（火）
、19日（火）
、26日（火）19:30～21:00 および4月30日(土)13:00
～15:00 全5回 会場：新宿スポーツセンター 5階洋弓場(大久保3-5-1） 対象：区内在住・在
勤で、15歳以上の初心者の方 約20名（先着順） 料金：全4,000円 その他：用具の貸出あり。
運動靴をお持ちください。 申込み：3月15日
（火）
必着。往復はがきに記載例
（3面）
のとおり記入し、
新宿区アーチェリー協会へ。※新宿区アーチェリー協会ウェブサイトでも、3月12日(土)より受付開
始。http://shinjuku-archery.com/
主催・問合せ：新宿区アーチェリー協会 清原 〒160-0022 新宿6-23-2
Tel 03-5998-7528(19:30～21:30)
日時：3月15日
（火）
19:00開始
（18:30開場）
のぶさわようしゅう
会場：新宿コズミックセンター 5階大研修室 講演：信沢用秀
定員：30名
（多数抽選）
※区内のスポーツ指導者・在住・在勤者優先
申込み：3月7日
（月）
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の上、新宿コ
ズミックセンター窓口へ。または、
はがき
（52円）
かＦＡＸにて記載例
（3面）
を記入のうえ、Web
新宿コズミックセンターへ。 Ｆax 03-3209-1833

ちびっこ野球教室

無料

初心者の低学年児童を対象に、
「投げる・打つ・走る」ことの楽しさに触れ、野球を始めるきっかけ
をつくるための教室です。
日時：3月20日
（日祝）
13:00～15:00
（受付12:30～） ※雨天延期：予備日3月27日
（日）
会場：戸山多目的運動広場
（戸山3-2）
対象：新年長児～概ね新小学2年生までの男女 100名
（先着順）
申込み：3月13日
（日）
必着。Eメールにて記載例
（3面）
のほか、学校名、
学年
（4月からの新学年）
、保護者氏名を記入し、新宿区少年軟式
ssnbb89@yahoo.co.jp へ。
野球連盟
※運動しやすい服装を着用のこと
（スカート不可）
。
グローブを所有している方はお持ちください
（貸し出しあり）
※中止の場合は、当日開催2時間前までに主催者より連絡します。
ssnbb89@yahoo.co.jp
主催・問合せ：新宿区少年軟式野球連盟

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 0903217-4109 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

①NPO法人新宿区ウオーキング協会第133回例会

②レガス健康ウォーキング

春爛漫の不忍池へ

日時：3月16日
（水）
受付8:40～9:00
（解散12:00頃予定）
集合：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」

戸山公園 新宿スポーツセンター前～上野
恩賜公園不忍池 約10km
日時：3月8日
（火）
受付8:40～9:00
（解散12:00頃予定）
集合：戸山公園 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：戸山公園新宿スポーツセンター前
（スタート）
→高戸橋
→江戸川公園→白山下→根津神社→谷中銀座→谷中霊園→上
野恩賜公園 不忍池(ゴール）
解散：上野恩賜公園不忍池
（台東区上野恩賜公園）
最寄駅…ＪＲ山手線・京浜東北線・東京メトロ銀座線・日比谷線
「上野駅」／都営大江戸線
「上野御徒町駅」／京成線
「京
成上野駅」

2

無料

障がいのあるなしに関わらず、今、人気のスポーツ
「フットサル」
を楽しんでみませんか？
指導者付で初心者歓迎
（試合形式とならない場合もあり）
。
趣旨にご賛同いただけるフットサル経験者の参加もお待ちしております。
日時：3月7日
（月）
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：新宿区スポーツ推進委員ほか 料金：100円
（介助者無料）
（多数抽選）
※介助が必要な方は介助者同伴
対象：お一人で立って軽運動が可能な高校生以上の方 15名
主催：障がいのある人とない人のスポーツ・レクリエーション交流事業実行委員会
申込み：2月29日（月）必着。新宿コズミックセンター等に設置の申込書、はがき（52円）
またはＦＡＸ
にて、記載例
（3面）
のほか、
（障がいのある方は）
障がいの種類、介助者の人数を
Web
記入し、新宿コズミックセンターへ。 Fax 03-3209-1833

東部公園～ぐみくぼ公園

約8km

多摩湖サイクリングロードウォーク、その2

コース：東部公園（スタート）→たけのこ公園→あじさい公園→
萩山駅→八坂駅→九道の辻公園→野火止用水→ぐみくぼ公園
（ゴール）
解散：ぐみくぼ公園（小平市栄町1-14-1）
最寄駅…西武拝島線
「東大和市駅」

③いきいきウォーク新宿

無料

角筈地域センター ～新宿中央公園
約4km 角筈地区楽しく、いきいきウォーク
～いにしえの角筈村＆最先端都市新宿～

日時：3月25日
（金）
受付9:10～9:30
（解散12:00頃予定）
集合：角筈地域センター
（西新宿4-33-7）
最寄駅…都営大江戸線「都庁前駅」／京王新線「初台駅」／ＪＲ
中央線・山手線
「新宿駅」
コース：角筈地域センター
（スタート）→新宿中央公園 水の広場
→小田急ハルク→新宿区役所本庁舎→ＪＲ新宿駅南口→西新宿
二丁目→新宿中央公園 芝生広場
（ゴール）
解散：新宿中央公園 芝生広場
（西新宿2-11）
最寄駅…都営大江戸線「都庁前駅」／ＪＲ中央線・山手線「新宿
駅」

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

くに

とも

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
こくさいこうりゅう

がいこく

ひと

The International Exchange Salon is a space where
people who want to make foreign friends and
foreigners who want to speak Japanese can meet
and have the fun international exchange.
Date and Time：2nd Friday of the month（12
classes from April 2016 to March 2017）6:45 to
8:30 p.m.
Location：Shinjuku Multicultural Plaza（11F Hygeia
2-44-1 Kabuki-cho）
Fee：200 yen
To join, simply come on the day of the event.

とも

国際交流サロンは、外国の人と友だちになりたい
ひと

に ほん ご

はな

がい こく

ひと

あつ

人、日本 語を話したい外 国 の人たちが集まって、

たの

こくさいこうりゅう

にち じ

まいつきだい

ば しょ

楽しく国際交流をする場所です。
きんよう び

がつ

へいせい

ねん

がつ

日時：毎月第2金曜日
（4月から平成29年3月 ま で
かい

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
か

りょうきん

ぶ

き ちょう

かい

（歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）
えん

料金：200円
もうし こ

とうじつちょくせつ

らいじょう

申込み：当日直接ご来場ください。
はるやす

Spring break Shinjuku
Children's Japanese Class

春休み しんじゅく
こ

に ほん ご

子ども日本語クラス
に ほん ご

べん きょう

しん じゅく く ない

Calling all kids in Shinjuku with foreign roots who
want to study Japanese! Let’
s study Japanese
together over spring break.
Date and time：March 26 (Sat.) to March 31 (Thurs.),
10:00 a.m. to 12:00 p.m. (6 times)
Location：Shinjuku Multicultural Plaza, Multipurpose
Space (Hygeia 11F, 2-44-1 Kabuki-cho)
Eligibility：1. Children and students with insufficient
Japanese attending a public elementary or junior
high school in Shinjuku.
2. Children and students that will begin to attend a
public elementary or junior high school in Shinjuku
from the first semester of the 2016 academic year.
Capacity：Around 20 people First come, first served.
Fee：500 yen for all (the fee will be the same even if
you start partway through)
Assistance：A ssociation for Japanese-Language
Teaching (AJALT)
s name (with furigana), the gender,
To Apply：Write Child’
date of birth, language(s) spoken, nationality, Guardian
Name, address, telephone number, name of school, grade,
date of entry to Japan, and Japanese Study History.Send
by fax, e-mail, or post to the Cultural Exchange Division.
chiiki@regasu-shinjuku.or.jp
Fax 03-3209-1833

がい こく

日 本 語を勉 強したい新 宿 区内の外国にルーツのある
こ

はるやす

に ほん ご

いっしょ

べんきょう

子どもたち！春休みに日本語を一緒に勉強しましょう。

にち じ

がつ

にち

ど

がつ

にち もく ぜん

かい

日時：3月26日
（土）～3月31日
（木）全6回 10:00～12:00
かいじょう

た ぶん か きょうせい

た もくてき

会場：しんじゅく多文化共生プラザ 多目的スペース
か ぶ

たいしょう

き ちょう

かい

（歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）
しんじゅく く りつ

しょうちゅうがっこう

じゅうぶん

じ どう

かよ

に ほん ご

対象：①新宿区立の小中学校に通い、まだ日本語
せい と

が十分でない児童・生徒
へい せい

ねん ど

がつ

しんじゅく く りつ

しょうちゅう がっ

②平 成 28年 度 4月から新 宿 区 立 の小 中 学
こう

へんにゅう

じ どう

せい と

校に編入する児童・生徒

ていいん

めいてい ど

せんちゃくじゅん

定員：20名程度
（先着順）
りょうきん

ぜん

えん

と ちゅう

さん か

きんがく

料金：全500円（途 中 から参加しても金額はかわりません。）
きょうりょく

こうしゃ こくさい に ほん ご

ふ きゅうきょうかい

協 力：
（公社）
国際日本語普及協会(AJALT)
もうし こ

こ

な まえ

よう

せいべつ

せいねん

、性別、生年
申込み：子どもの名前（要ふりがな）
がっ ぴ

つか

こと ば

こくせき

ほ

ご しゃ

月日、よく使う言葉（いくつでも）
、国籍、保護者
し めい

じゅう しょ

でん わ ばん ごう

がっ こう めい

がく ねん

らい にち じ

氏 名、住 所、電 話 番 号、学 校 名、学 年、来日時
き

に ほん ご がく しゅう れき

き にゅう

ゆう

期、日本語学習歴を記入し、FAX、Eメール、郵
そう

ち いき こう りゅう か

送 のいずれかで地 域 交 流 課 へ。Fax 03-32091833

chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

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

For more information: in Japanese:

ちゅうごく ご

英語：03-5272-5060 中国語：03-5272-5070

Regional Exchange Division 03-3232-5121

かんこく ご

しんじゅくせいねんきょうしつ

新宿青年教室

しん じゅく せい ねん きょう しつ

へいせい

春假新宿儿童
日语教室

봄방학 신주쿠
어린이 일본어반

新宿区内的想学日语的外国小朋友们！
春假期间一起来学习日语吧。
日期 ：3月26日
（周六）～3月31日
（周四）
共6次上午10:00～12:00
会场 ：新宿多文化共生广场  多目的空间
（歌舞伎町2-44-1海基亚大厦11层）
对象 ：①在新宿区立中小学上学，还
不擅长日语的中小学生
②2016年度从四月转入新宿区立
中小学学习的中小学生
定员 ：20名左右（按报名顺序）
参加费 ：共500日元（中途参加也为同
样金额）
协助 ：
（公益社团）

国际日语普及协会
（AJALT）
申请 ：写清要参加的儿童姓名
（带假名
注音）
、性别、出生日期、熟练的语言
（复
数也可）
、国籍、保护者姓名、地址、
电话号码、学校名、学年、来日本的时
间，日语学历，通过传真、电子邮件、
邮寄等任何一种方式发送至地域交流
课进行申请。传真 03-3209-1833
chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

일본어 학습을 희망하는 신주쿠 구내 다문화 가정
어린이! 봄방학에 일본어를 함께 공부합시다.
일시： 3
 월 26일(토) ～3월 31일(목) 총6회
10:00～12:00
장소： 신
 주쿠다문화공생플라자 다목적 공간(가
부키초 2-44-1 하이지아 11 층)
대상： ① 신주쿠구립 초·중학교에 다니며 아직
일본어가 서투른 아동 또는 학생
②2016년도 4월부터 신주쿠구립 초·중
학교에 편입할 아동 또는 학생
정원： 20명 정도(선착순)
요금： 총 500엔(도중에 참가하셔도 금액은 동일함)
협력：(공사)국제일본어보급협회(AJALT)
신청： 어린이 이름(발음표기), 성별, 생년월일,
가능한 언어(있는 대로), 국적, 보호자 성
명, 주소, 전화번호, 학교명, 학년, 일본에
온 시기를 일본어 학습이력 적어 주십시
오, 팩스나 이메일 또는 우편을 이용하여
지역교류과로 보내 주십시오. 팩스 033209-1833
chiiki@regasushinjuku.or.jp

咨询电话 ：

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

汉语 ：03-5272-5070

上智大学真田堀運動場

ねん ど じゅこうせい ぼ しゅう

平成28年度受講生募集

ち てき しょう

ひろ

かた

かつ どう

たい しょう

きゅう じつ

にち よう び

たの

す

なか ま

平成28年度利用のご案内

いっ しょ

もく てき

ポーツや趣味を広げる活動を行い、休日を楽しく過ごすことを目的としてい
がつ

じゅこうせい

ぼ しゅう

ます。4月からの受講生を募集します。
にち じ

がつ

へいせい

ねん

がつ

ぜん

かいてい ど

日時：4月～平成29年3月 全20回程度 10:00～15:00
がつ

かいじょう

のぞ

おおむ

つき

かい

※8月を除く概ね月2回

にししんじゅくしょうがっこう きゅうよどばしだい に ちゅうがっこう

かい

しんじゅくせいねんきょうしつ にししんじゅく

会場：西新 宿 小 学校(旧 淀橋第二 中 学校)2・3階 新 宿 青年 教 室(西新 宿 4-35-28)
ぼ しゅうにんずう

つぎ

がいとう

かた

じゃっかんめい

募集人数：次のすべてに該当する方 若干名
さい い じょう ちゅうがくせい

のぞ

ち てきしょう

も

かた

く ないざいじゅう ざいきん

かた

しんじゅく く ない

がっこう

とくべつ し えんがっきゅう そつぎょう

かた

①15歳以上
（中学生を除く）
の知的障がいをお持ちの方で、区内在住・在勤の方、または新宿区内の学校の特別支援学級を卒業した方
あい

て ちょう

も

かた

②愛の手帳をお持ちの方
ひと り

りょうきん

きょうしつ

かよ

み

まわ

かた

③一人で教室に通えて、身の回りのことができる方

ねんかん

えん べっ と

こうつう ひ とう じ こ

ふ たん

料金：年間15,000円
（別途、交通費等自己負担あり）
もうし こ

がつ

か

きん ひっちゃく

でん わ

じゅうしょ

し めい

ねんれい

せいべつ

でん わ ばんごう

し

（金）
必着。電話またはFAXで、住所・氏名・年齢・性別・電話番号をお知らせください。
申込み：3月4日
しん き じゅこう

た

ば あい

じ ぜん

めんだん

おこな

めんだんにち じ

じ ぜん よ やくせい

Fax 03-3209-1833
新規受講の場合は、事前に面談を行います。（面談日時は事前予約制）
どう じ ぼ しゅう

しんじゅくせいねんきょうしつ

じゅこうせい

かつどう

ほ じょ

ぼ しゅう

その他：サポーターも同時募集！ 新宿青年教室では、受講生の活動を補助していただけるサポーターを募集しています。
くわ

とい あ

ち いきこうりゅう か

※詳しくは地域交 流 課まで
ち いきこうりゅう か

問合せ：地域交流課

Tel 03-3232-5121

『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/

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

Tel 03-3232-7701
（平日9:00〜17:00）

記入しない

返信（表）

52

申込者氏名

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

52

申込者住所

入門中国語会話 10回1万円の学習コース！
中国人女性教師と楽しく勉強しよう。見学可。
4月から毎土13時～15時 本塩町地域交流館
☎03-3375-5373 中国語講習会 石井まで

（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/

（往復はがきの場合）
返信（裏）

円

Jazz Popular Chanson J-pops 日本の歌
ピアノ伴奏とカラオケ腹式発声で歌を！ Live
出演有 月2回3000円より ☎3368-7318納村

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

往信（表）
申込先名

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

申込先
新宿コズミックセンター

申込先所在地

レガスパーク

大学使用時を除く4月～12月の日曜祝日にご利用いただけ
ます
（千代田区紀尾井町7-1）
内容：
【野球場】(硬式野球可)1時間1,400円 【サッカー・ラ
グビー場】(照明設備あり)1時間1,800円（時間帯により別途
照明料1時間2,200円） 利用日の5日前までに、上智大学
発行の振込依頼書でお振り込み下さい。
対象：新宿区・港区・千代田区内在住または在勤の団体
（在学は対象外）
利用可能種目：野球、サッカー、ラグビー
申込み：毎月抽選会にて、翌月分の利用を決定します。
抽選会：対象月の前月の第4水曜日10:00抽選開始（9:30開
場） 新宿コズミックセンター 3階大会議室
※抽選の際、団体代表者の対象区内在住・在勤が
確認できる書類（運転免許証・健康保険証など）
が必要です。代理人が参加される場合は、代表
者の在住･在勤確認（コピー可）と代理人ご本人の
確認が必要です。※平成28年度4月利用分の抽
選会は3月23日(水)に開催予定。
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

円

広告スペース

국제교류살롱은 외국인 친구를 원하는 사람, 일
본어로 대화하고 싶은 외국인이 한자리에 모여
즐겁게 국제교류를 나누는 곳입니다.
일시： 매
 월둘째주금요일 (4월부터 2017년 3
월까지 12회)18시45분~20시30분
장소： 신 주 쿠 다 문 화 공 생 플 라 자 (카 부 키 쵸
2-44-1 하이지아 11층)
요금：200엔
신청： 당일개최장소로직접오시기바랍니다.

国际交流沙龙，是将希望结交外国朋
友的人和想用日语交流的人聚集在一
起，进行愉快国际交流的场所。
日期 ：每月第2个星期五（4月开始至平
成29年（2017年）3月结束 共12
次）下午6点45分〜8点30分
会场 ：新
 宿多文化共生广场(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。

新宿青年教室は、知的障がいのある方を対象に、日曜日に仲間と一緒にス
しゅ み

국제교류사롱

国际交流沙龙

日语 ：地域交流课 03-3232-5121

English: 03-5272-5060

韓国語：03-5272-5080

세계여러나라의친구들을만들자 !

让我们和各个国家的人交朋友
吧！

International Exchange Salon

こ く さ い こ う りゅう

記載例

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。

3

学 習
新しいことを始めてみませんか！

一般教養

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。ただし「スト
レッチ＆太極拳
（入門・24式）
」
と
「陶芸・
ビーズ・水引など楽しい教室！」は先着
順）
。往復はがきに、記載例（3面）のと
おり記入し、新宿文化センターへ。
問合せ：新宿文化センター
Web
Tel 03-3350-1141

一般教養

一般教養講座・戸山水曜コース

〜戸山みのり会〜

幅広く学び教養を高めるとともに、健康の増進
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：4月13日〜平成29年2月8日の水曜日
全20回 10:00〜12:00
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
対象：概ね50歳以上の方 60名
参加料：半期(10回)3,000円
申込締切：3月24日
（木）
必着

一般教養

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、江戸の旧蹟等を訪ね、
また会員相互の懇親を深めて元気をもらいな
がら、良い思い出を作りましょう。
日時：4月21日〜平成29年2月16日の木曜日
全20回 10:00〜12:00
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
対象：50歳以上の方 65名
参加料：半期(10回)3,000円
申込締切：3月17日(木)必着

一般教養

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ぶととも
に、仲間との交流を深めて、新鮮な生き甲斐
と健康を追求していこう！
日時：4月22日〜平成29年2月3日の金曜日
全20回 13:30〜15:30
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
対象：55歳以上の方 58名
参加料：半期(10回)3,000円
申込締切：3月25日
（金）
必着

一般教養

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、友を得、心豊か
に生きよう。
日時：4月25日〜平成29年2月20日の月曜日
全20回 13:30〜15:30
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
対象：概ね50歳以上の方 55名
参加料：半期(10回)3,000円
申込締切：4月15日(金)必着

いけ花体験教室

各流派の先生が指導！いけ花経験のある方はもちろん、
初めての方も安心して参加できます。
時間：①11:00～ ②13:30～ 各回約60分
会場：新宿コズミックセンター 2階多目的室
講師：新宿区花道茶道協会 花道部
定員：各10名(多数抽選) 料金：1,000円(花代)
申込み：3月22日
（火）
必着。往復はがき記載例
（3面）
のとおり記入し、新宿文化センターへ。
Web
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

毎年好評

ワセオケ避難訓練コンサート

無料

開演中に災害が発生したと想定して避難
訓練にご参加いただき、訓練後は再び
演奏をお楽しみいただける演奏会です。
時間：13:30開演
（13:00開場）
会場：新宿文化センター 大ホール
出演：早稲田大学交響楽団
ドヴォルザーク『交響曲第9番ホ短
曲目：
調 作品95 新世界より』
全席自由・入場無料
※未就学児入場不可

夢丸落語会

時間：17:30開演
（17:00開場）
会場：新宿文化センター 小ホール
出演：三笑亭夢丸、神田松之丞、マグナム小林 ほか
入場料：全席自由 1,600円
購入：
【Web予約】http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
【窓口販売】新宿文化センター、新宿コズミックセンター
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
協力：
（公社）
落語芸術協会
※
「落語in和室」
回数券の利用不可 ※未就学児入場不可
問合せ：新宿文化センター
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ストレッチ＆太極拳（入門・24式）

文学、美術、歴史、時事問題、古典芸能、金
融、健康など幅広いテーマの講座や史跡を訪
ね現地学習も行います。
日時：4月5日〜平成29年3月7日の火曜日
全20回 13:30〜15:30
会場：四谷保健センター (三栄町25)
対象：50歳以上の方 50名
参加料：半期(10回)3,000円
申込締切：3月10日(木)必着

運動による漢方薬である中国武術「太極拳」を
一緒に楽しみましょう！
日時：4月10日〜平成29年2月19日の日曜日
全20回 9:15〜10:45
会場：戸塚地域センター (高田馬場2-18-1)
対象：どなたでも 30名(先着順)
参加料：半期(10回)4,000円
申込期間：2月22日
（月）
〜3月20日
（日祝）
※ただし定員になり次第締め切り

〜下落合公園太極拳倶楽部(ＳＰＴＣ）
〜

趣味

一般教養

高齢者一般教養講座（金曜コース）

〜赤城新生二期会〜

高齢者の一般教養講座です。歴史、文学、時
事など分かりやすく楽しい講座をそろえ、ご参
加をお待ちしています。
日時：4月 8日〜平成29年3月10日の金曜日
全20回 13:30〜15:30
会場：赤城生涯学習館(赤城元町1-3)
対象：55歳以上の方 45名
参加料：半期(10回)4,000円
申込締切：3月20日(日祝)必着

音楽

何でも歌う楽しい仲間！

〜新宿えのき合唱団〜

楽譜が分からなくても大丈夫！予習・復習用
音取りCDで楽々♪唱歌、童謡、馴染みの歌、
クラシックも楽しくご一緒に♪
日時：4月2日〜平成29年3月4日の土曜日
全20回 9:30〜12:00
会場：榎町地域センター (早稲田町85)
対象：どなたでも 25名
参加料：月(2回)1,500円
※別途教材費半期(10回)1,000円
申込締切：3月25日
（金）
必着

陶芸・ビーズ・水引など楽しい教室！

〜手作りＡＲＴ〜

陶芸(茶碗・皿・雛人形)、水引(クリスマスツ
リー）
、編み物、ビーズ、エコバッグ等、満足
な作品が完成。親子歓迎、初心者OK !
日時：4月3日〜平成29年2月19日の日曜日
全20回 9:00〜12:00
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
対象：小学生以上の方（ひとりでの参加は小学
4年生以上） 25名(先着順）
参加料：1回800円(材料費込)
申込期間：2月22日
（月）
〜3月20日(日祝)
※ただし定員になり次第締め切り

料理

江戸流手打ちそば講座

〜江戸流手打ち蕎麦 新宿鵜の会〜

手打ちそばを極める！石臼挽きのそば粉で
打ったそばを茹で、洗い、締め、盛り、味わ
いましょう！
日時：4月9日〜平成29年2月4日の土または
日曜日 全20回 13:00〜17:00
会場：北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)
対象：成人の方 18名
参加料：1回600円(別途材料費1回1,100円)
申込締切：3月20日
（日祝）
必着

活躍できる＆活用したいのマッチング！

新宿コズミック
！
センターで開催

新宿 文 化センターまつり

火曜日が楽しくなる教養講座

〜さつき会〜

無料
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事前募集プログラム

スポーツ

チケット販売中

人材バンクの仕組みと
地域人材ネットの使い方

新宿には人材を活用するための人材バンクと、その活用システ
ムである新宿地域人材ネットがあります。 その仕組みと活用方
法の理解を深めることにより、さらに活躍したい人と活用したい
人の距離を縮めることができます。 ぜひこの機会に受講してみ
てください。
日時：3月24日
（木）
19:00～20:30
会場：新宿コズミックセンター 3階大会議室
講師：江田博
（戸山生涯学習館館長）
、羽鳥智文
（地域交流課人材バンク担当）
定員：30名
（多数抽選）
※新宿区生涯学習指導者･支援者バンク登録者と区内在住・在勤の方優先
申込み：3月10日(木)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて記載例（3面）のとおり記入し地
域交流課へ。Fax 03-3209-1833
※締切日以降は電話でお問い合わせください。
問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121

地域の指導者と区民をつなぐネットワーク

新宿地域人材ネット

【新宿地域人材ネットとは】
新宿区内で活動している生涯学習やスポーツの指導者、区
内で活動しているサークルや団体を紹介・検索できるネット
ワークサービスです。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。 ウェブサイトはこちら！

http://regasu-shinjuku-jinzai.jp/
問合せ：地域交流課

Tel 03-3232-5121

新宿歴史博物館臨時休館のお知らせ
三笑亭夢丸

Tel 03-3350-1141

特定天井等改修工事のため、3月25日（金）まで（予定）全館休館させて
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

新宿コズミックセンター14日
（月） ／大久保スポーツプラザ22日
（火） ／新宿文化センター8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7日
（月）
・14日
（月）
・22日
（火）
・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） ／新宿歴史博物館 〜3月25日
（金）
予定

（
（3月休館日のお知らせ）
）

