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東京ヴェルディ Jリーグ公式戦
無料招待 2面

レガスポ！
短期スポーツプログラム 3面

区民プロデュース
支援事業実施団体募集 4面

▲学校によっては、ゲストの先生による
プログラムも開催！

▲宿題をするのもよし、
　工作をするのもよし。

▲校庭などでサッカーや一輪車など、
思い切り体を動かせます。

◀管理責任者が楽しく安全な
空間を作ります！
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4月20日号

1（（お知らせ））新宿歴史博物館所蔵資料展「詩人 高田敏子 生誕100年展」好評開催中（6月15日まで）。

春番組

「輝く太陽と春の星座」
地球を照らし、太陽系の中心にある「太陽」について
のお話と、春の星座の中から「しし座」のお話を投影
します。
投影日： 4月20日（日）・26日（土）、5月5日（月・祝）・

6日（火・振休）・10日（土）・18日（日）・24日（土）
時間： 1回目10:30〜　2回目13:30〜　
　　  3回目14:50〜（投影時間は各約50分）
※開場は各回投影開始の30分前
定員：150名（全席自由)
料金：300円(中学生以下無料)
購入： 鑑賞券は開始30分前から

会場受付で販売。
※途中入退場不可

運営日時： 平日の放課後(長期休み期間や振替休業日は10:00) 〜最長18:00
会場：新宿区立小学校全校
※ 新宿未来創造財団では次の21校を運営しています。

津久戸小、江戸川小、市谷小、愛日小、早稲田小、鶴巻小、牛込仲之小、余丁町小、四谷
小、花園小、天神小、戸塚第一小、戸塚第二小、落合第二小、落合第三小、落合第四小、
落合第五小、落合第六小、淀橋第四小、柏木小、西戸山小

対象： 区内在住または区立小学校に在籍している小学生　各ひろばとも定員なし
料金： 200円(年間登録保険料相当)
※1つの登録で、複数の学校の子どもひろばを利用することができます。
主催：新宿区　※新宿未来創造財団が、新宿区から事業委託を受け運営しています。
申込み： 各小学校子どもひろば活動室(子どもひろば開催時間中のみ)もしくは新宿コズミックセ

ンター窓口にて受付中。
問合せ：子ども･地域課　Tel 03-3232-5122
※ 富久小、大久保小、四谷第六小、戸山小、東戸山小、戸塚第三小、落合第一小、西新宿小

の各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　Tel 03-5273-4544

障がいがある方のための
“わくわくプラネタリウム”

周りの観客に気がねすることなくプラネタリウムをお楽しみいただ
けます。上映途中での入退場や声や音を出しても大丈夫です。お
気軽にご参加ください。
＊ 投影内容は、一般投影春番組「輝く太陽と春の星座」と同じです。
日時： 5月17日（土）10:30上映開始（10:00開場）
対象： 心身に障がいのある方とその家族・介助者
  　　70名（申し込み先着順）
料金：100円（中学生以下および介助者の方は無料）
申込み： 5月9日(金)必着。電話、または郵便はがき(52円)、受信

可能なFAXがある場合はFax 03-3209-1833、新宿コ
ズミックセンター1階窓口で記載例(2面)のほか、障がい
の種類、車いす使用の有無、同行介助者の有無(有の場
合は人数も)を記入し、学習･スポーツ課へ。

  　　　※電話および窓口は9:00〜17:00

マタニティ星空コンサート
〜満天の星空とやさしいギターミュージックにつつまれて〜

星空とやさしい音色につつまれて、マタニティライフに
リラックスを！アコースティックギターで豊かな情景を
描くHealing Artが、癒しの時間をお届けします。
日時：6月21日（土）14:00開演（13:30開場）
出演：Healing Art（倉前太郎・矢崎数馬）
曲目： 『君がいる朝』、『線香花火』ほか
　　　※曲目は変更になる場合があります
対象： 妊娠16週以降の方とその家族 100名 　
　　  ※未就学児の同伴はできません
購入：全席自由　500円　要事前予約
申込み： 先着順。電話、または郵便はがき(52円)、受信可能なFAXがあ

る場合はFax 03-3209-1833、新宿コズミックセンター1階窓口
で記載例(2面)のほか、希望人数を記入し、学習･スポーツ課へ。
※電話および窓口は9:00〜17:00

新宿コズミックセンター 問合せ 学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

子どもたちの遊びや学びのサポートや、将棋や工作
など特技を活かして体験プログラムの実施など、子
どもたちの活動を広げるボランティアサポーターも
募集中です。ぜひ、お近くの学校で活動しませんか。

対象：子どもが好きな方
活動謝礼：各回500円のQUOカードを支給
※ボランティア登録にあたり、最初に面接をさせ
ていただきます。

ボ ラ ン テ ィ ア も 募 集 中 ！

▲ みなさんの遊びや学びをサポートする支援者
が、明るく元気に皆さんを迎え入れます！

待ってるよ〜！

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
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新宿区民の方、足と靴について
お気軽にご相談ください。
シューフィッター

（足と靴と健康協議会認定）が
直接計測し、

お答えいたします。

【TEL受付時間】　9:30～17：00 （土日・祝日は除く）

アキレス株式会社

【測定実施日】　毎週 火曜・木曜 15:00～17：20

要事前予約

48×76mm

年齢問わず、お気軽にご来社ください。

スポーツスポーツ

03-6205-5654
03-6205-5675

info@kijindo.jp
（店舗）新宿区西早稲田1-4-20 【早稲田大学西門前】

広
告
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
各
ご
連
絡
先
ま
で
。

問合せ 学習・スポーツ課
　Tel 03-3232-5121

広告掲載募集中：財団Web

無料無料

日時：5月27日（火）・29日（木）・31日（土）、6月3日（火）・5日（木）・7日（土）　全6回 
　　　19:00～21:00
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
　　　※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。
定員：15名(多数抽選）　　
料金：全3,000円（別途、下がけ代200円実費負担）
講師：新宿区弓道連盟
申込み：5月12日（月）必着。往復はがきに記載例（下段）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。

対象：区内在住・在勤・在学の方
席種：ホーム自由席
　　  ※当日試合開始2時間前（12:00）から会場にて受付
　　  ※ 競技場収容人数に達した時点で受付を終了します
申込み： 申込書(新宿コズミックセンター配布、財団ウェブサイトからダ

ウンロード可）に必要事項を記入のうえ、代表者は区内在住・
在勤・在学が確認できる証明書（運転免許証・健康保険証・
社員証・学生証など）を当日会場でご提示ください。チケット
と引き換えます。

　　　  ※代表者1名につき代表者を含む4名まで引き換え可
　　　  安全上、小学生以下の方は必ず保護者が同伴してください。
連携協力：東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社

日時： 5月30日、6月13日・27日、7月11日、 9月5日・19日、10月3日　 
いずれも金曜日　20:00～21:30　全7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所属チーム　　対象：区内在住・在勤・在学（高校生以上）の方 
定員：25名（多数抽選）　　料金：全3,500円 ※欠席時の返金なし
申込み： 5月12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 03-3209-

1833へ、記載例（下段）のとおり記入し、学習・スポーツ課へ。
　　　　

初心者弓道教室
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、道に進むと言われるように、
まずは正しい技術の習得から始めてみませんか！　

6月  
卓球教室

日時：6月5日・12日・19日・26日  いずれも木曜日
【初級コース】　　〈午前クラス〉10:30～12:00　　
　　　　　　 　  〈昼クラス〉13:30～15:00

【実践応用コース】 〈夜間クラス〉19:00～20:30
各クラス4回
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4回参加できる方
※ 夜間の実践応用コースは、ラケットをお持ちで卓球

経験のある方。

定員：各クラス12名（多数抽選）
料金：全2,000円
講師：新宿区卓球連盟
申込み：5月15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（下段）のほ
か、「希望クラス名」と「卓球歴」を記入し、学習・
スポーツ課へ（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5
月22日（木）に新宿コズミックセンター窓口に
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の間に学習・スポーツ課へ

　　　　※夜間クラスはラケットの貸出なし
　　　　※ 安全上、小学生は教室への往復時、教室時

間中、保護者が付添のこと。

Web

情報
健康
一歩一歩 、健康づ く ♪り

国立競技場観戦のラストチャンス！

③いきいきウォーク新宿
角筈地区楽しく、いきいきウォーク　約4ｋｍ
日時：5月28日（水）　　  
　　  受付9:10～9:30(解散正午予定)

●コース／角筈地域センター (スタート) →十二社
通り →青梅街道 →職安通り →西新宿保健セン
ター →新宿駅西口 →青梅街道 →新宿警察署 →
新宿中央公園 (ゴール)

集合： 角筈地域センター（最寄駅：都営地下鉄大江
戸線「都庁前駅」）

解散： 新宿中央公園（最寄駅：都営地下鉄大江戸線
「都庁前駅」）

料金：無料　協力：NPO法人新宿区ウオーキング協会
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

初心者フットサル教室
ボールの蹴り方、止め方などの基本から丁寧にコーチが指導します。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。
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。

①〜③共通
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

新宿区サンクスマッチ
東京ヴェルディ　

①NPO法人新宿区ウオーキング協会　第111回例会
世界遺産記念  
新宿富士塚巡りウォーク　約10ｋｍ
日時：5月13日（火）   受付8:40～9:00(解散正午予定）

●コース／新宿中央公園(スタート) →成子天神(成
子富士) →花園神社(三光町富士) →稲荷鬼王神社
(西大久保富士)→西向天神社(東大久保富士) →早
稲田大学 →水稲荷神社(高田富士) →月見岡八幡
神社(落合富士) →落合中央公園（ゴール）

集合： 新宿中央公園 （最寄駅：都営地下鉄大江戸線
「都庁前駅」）

解散：落合中央公園（最寄駅：西武新宿線「下落合駅」）
料金：400円
主催・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
歴史と文化の町その１ 落合の記念館
巡りウォーク　約8ｋｍ
日時：5月21日（水）   受付8:40～9:00(解散正午予定）

●コース／新宿スポーツセンター前（スタート）→早
稲田通り →神田川 →おとめ山公園 →中村彝アトリ
エ記念館 →佐伯祐三アトリエ記念館 →山手通り 
→林芙美子記念館 →落合公園 →功運寺 →落合斎
場 →山手通り →せせらぎの里（ゴール）

集合： 新宿スポーツセンター前 （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「高
田馬場駅」）

解散：せせらぎの里（最寄駅：西武新宿線「下落合駅」）
料金：400円　協力：NPO法人新宿区ウオーキング協会
問合せ：学習・スポーツ課 Tel 03-3232-5121

申込先（往復はがきの場合）
学習・スポーツ課、子ども・地域課、
施設課、経営課
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
　新宿コズミックセンター内　○○課
新宿歴史博物館
〒160-0008 新宿区三栄町22
新宿文化センター
〒160-0022 新宿区新宿6-14-1

記載例

返信用にも、ご自分のご住所とお名前をお書きください。
※ 特に記載のないものは、応募多数の場合は抽選になり

ます。
※ 申込先・所在地の記載がある場合は、各あて先へ。

※ 4月1日から、往復はがきは104円になりました。

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

52
円

Ｊリーグ公式戦
ＶＳ FC岐阜  in 国立競技場
5月3日（土・祝）14:00  キックオフ

無料招待デー
！

ⒸTOKYO VERDY

（霞ヶ丘町10-2）

mailto:cuvc16inf@achilles.jp
http://www.syunsoku.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=577
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スポーツスポーツ

お知らせお知らせ

レガスパークレガスパーク広告掲載申込：財団Web

問合せ 学習・スポーツ課
　Tel 03-3232-5121

対象：高校生以上の方
定員：①④⑤25名　②③⑥⑦15名
　　  ※ 最少催行15名（区内在住・在

勤の方優先、多数抽選）
料金：全10回
　　  4,000円（欠席時の返金なし）
申込み： 4月30日（水）必着。往復はがき

に記載例（2面）のとおり記入し、
学習・スポーツ課へ 

※ 在勤の場合は勤務先名称・所在地を
記入

　
④ボイストレーニング＆ストレッチ
身体の構造に基づいた、ボイスノウハウのポ
イントを体感し、ストレス解消と歌唱力アップ
に！
日時：5月14日～7月16日
　　  毎週水曜日（全10回）19:00～20:00
会場：住吉町生涯学習館　
　　  2階レクリエーションホール(住吉町13-3)
講師：Chie（金曜通年レガスポ！講師）

                           
①ピラティスを知る
深い呼吸を意識して深層筋（インナーマッスル）
を鍛え、骨盤底筋群を強化。骨盤や脊柱を正
しい位置に戻して体幹を整えることで、姿勢を
改善します。
日時：5月12日～8月4日
　　  毎週月曜日（全10回）13:00～14:00
　　  ※5月19日、6月16日、7月21日は休講
会場：大久保スポーツプラザ　
　　 3階和室　(大久保3-7-42)
講師：あかり（月曜通年レガスポ！講師）

⑦健康ストレッチ
筋肉のこわばりをほぐし、首・肩・腰まわりの
辛さや全身疲労感などの不調を改善します。
日時：5月9日～8月1日 
　　  毎週金曜日（全10回）11:15～12:15
　　 ※5月16日、6月20日、7月18日は休講

⑤ボイストレーニング＆ストレッチ「入門」
日々の健康維持に、声帯だけに頼らずに有効
なストレッチで全身を使って発声し、呼吸する
ことを覚えます。声を出すことで爽快感や開放
感が得られ、ストレスの解消や歌唱力アップに
なるプログラムです。
日時：5月15日～7月17日
  　　毎週木曜日（全10回）11:00～12:00
会場：戸山生涯学習館　
　　 2階ワークルーム (戸山2-11-101)
講師：Chie（金曜通年レガスポ！講師）

館内設備メンテナンスのため、下記の期間は休館いたします。
期間：5月12日(月) ～14日(水)　※地下1階プールのみ16日(金)まで休場

休館中は「レガスポ!」などの各種講座･教室も休講します。
1階事務所窓口は、休館中も9:00から17:00まで営業します。
15日・16日のプール以外の施設利用は、4月21日より一般予約できます。
詳しくは新宿未来創造財団ウェブサイトをご確認ください。

問合せ：施設課　Tel 03-3232-7701

対象：高校生以上の方　定員：⑧⑩⑪⑫30名　⑨男性の方25名
※最少催行20名（区内在住・在勤の方優先、多数抽選）
料金：全10回　4,000円（欠席時の返金なし）
申込み： 5月7日（水）必着。往復はがきに記載例（2面）のとおり

記入し、学習・スポーツ課へ。
　　　　※ 在勤の場合は勤務先名称・所在地を記入

⑧リラクゼーション・ヨーガ
ヨーガの正しいポーズを学び、呼吸を整えて、凝り固まった腰や
肩まわりなど、緊張した全身の筋肉と心をほぐしリラックスしましょ
う。就寝前のゆったりとした運動は安眠にもつながります。翌朝
は爽やかな目覚めと活力を！
日時：5月21日～7月23日の毎週水曜日（全10回）20:１０～21:10
会場：新宿コズミックセンター　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）

②アクティブエナジーＹＯＧＡ
強度の高いポーズを行い体幹を強化し、体へ
の集中により、心もリフレッシュします。
日時：5月13日～7月15日
  　　毎週火曜日（全10回）19:00～20:00

⑥骨盤ヨーガ　
骨盤まわりの筋肉をほぐしてバランスを整え、
姿勢を正します。肩こりや腰痛などを改善しま
しょう!
日時：5月9日～8月1日
　　  毎週金曜日（全10回）10:00～11:00
　　 ※5月16日、6月20日、7月18日は休講

会場：北新宿生涯学習館　3階視聴覚室(北新宿3-20-2)
講師：長友珠紀（水曜通年レガスポ！講師）

③リラックスヨガ
ヨガが初めて、リラックスしたい、シニアの方
に、おすすめのヨガです。
日時：5月13日～7月15日
　　  毎週火曜日（全10回）
　　  20:15～21:15

⑨男性限定  筋トレ
骨格を支えている筋肉が衰えると、瞬時に動けない、走るのがき
ついだけでなく、洋服の着こなしにも影響が現れます。スーツや
Ｔシャツ、パンツをかっこよく着こなすために、簡単でダイレクト
に効果を感じられる筋トレをはじめましょう。
日時：5月21日～7月23日の毎週水曜日（全10回）20:１5～21:05
会場：新宿コズミックセンター　2階多目的室
講師：Kayoko（レガスポ！登録講師）

⑩ボディコンディショニング
毎日の身体のコンディショニングはそれぞれのセルフケアにかか
わってきます。ヨガベースで疲れた身体をほぐしたり、伸ばすこ
とによって、眠っているボディを呼びさまし、明日また動きやすい
身体を目指しましょう。
日時：5月22日～7月24日の毎週木曜日（全10回）20:15～21:05
会場：新宿コズミックセンター　2階多目的室
講師：水田美由紀（火・水曜通年レガスポ！講師）

⑪エイジレスボディ・トレーニング
アンチエイジングのキーワードである「筋肉」をトレーニングによっ
て増やし、カラダの中から若返りましょう。50代のトレーナーが、
筋トレは初めての皆さんを応援・ご指導いたします。
日時：5月23日～7月25日の毎週金曜日
　　 （全10回）12:50～13:50
会場：新宿コズミックセンター　2階多目的室
講師：Kayoko（レガスポ！登録講師）

⑫一人で踊る初めてのサルサ
ペアダンスで知られているサルサですが、1人で踊るサルサスタ
イル(シャイン）があります。ラテンのリズムに合わせて、無理な
姿勢や動きが少ない自由なスタイルで、基本ステップをマスター
し、楽しく踊りましょう。8月はHIPHOPを予定。
日時：5月24日～7月26日の毎週土曜日（全10回）10:40～11:30
会場：新宿コズミックセンター　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）

Web

Web

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

募集
美しい声で歌って話して!!あきらめないで!!
カラオケで上手に歌いたいと思っている貴方
声はもちろん美しくなったと、体や美容にも
バッチリ効果を感じて頂けるヴォイストレー
ニング。高齢の方にも大人気!!目白駅徒歩7分
Joy Music Salon　☎08068832754

フラメンコの独特なリズムで体も脳も活性化
シニアクラスあり！体験無料！初心者歓迎！
高田馬場駅徒歩5分☎03-3369-2008寺島yuka
内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
幼児～大人　初心者歓迎　レベル別に丁寧な
指導♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分

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
♪木蓮の会♪　☎３３５３−１３３８　米澤
歌謡ポップス･ロマン演歌他声トレ･グループ・
個人。月1回でも、カラオケ達人になりますヨ

NHK講師他の英会話/仏/西/露/伊/TOEICクラス
50～70代クラス/小中高クラス1回￥1620～
新宿/西早稲田/池袋教室 03(3984)1180 WING
いけ花サロン＊℡080-5674-4187無料体験有
幼児‐大人･少人数制･初心者歓迎･月2回4千円
資料お送り致します。早稲田・若松河田５分
殺陣　初心者歓迎　090-7197-9474　金子
日本文化の一つ殺陣を学び先人達の作り上げ
てきた流儀を守り伝える　月２回金曜日夕方

in 大久保

in 戸山

in 新宿コズミックセンター

in 住吉町

in 北新宿

～ お 勤 め 帰 り の 方 に お す す め ～

～月曜  午後のコース～

～木曜  午前のコース～ ～金曜  午前のコース～ ①～⑦共通事項

⑧～⑫共通事項

～火曜  夜のコース～ ～水曜  夜のコース～

女性限定

コズミックセンター5月臨時休館のお知らせ

見た目年齢
マイナス
5歳を目指す

翌日に備える
身体作りを

印象美人♡の
貴方に

なりませんか！

はじめてでも
大丈夫！

ダンス系
レガスポ！スタイル

第１弾！

会場：住吉町生涯学習館　地下1階学習室A(住吉町13-3)
講師：MIWA（金曜通年レガスポ！講師）

新宿コズミックセンターで人気の通年スポーツプログラムを、お近くの施設でも短期開催します！

　　　　　　　　　　通年プログラムとは別に、短期(10回)のプログラムを開催します！

はじめての方でも
大丈夫！

一日の終わりに
心と体の疲れを
取り除く

初代　新宿こども囲碁キング＆クイーンが決定
第1回　新宿区小学生囲碁大会結果報告
3月23日（日）に区内の囲碁少年・少女が熱い戦いを繰り広げ、
各クラス別の勝者が決定しました。
19路盤の部 優勝　本道杏樹
13路盤の部 優勝　菊池悠太
9路盤の部 優勝　千葉詞優斗
問合せ：学習・スポーツ課　Tel 03-3232-5121

出張
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http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=1825
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学  習学  習

お知らせお知らせ

（（5月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター　12日（月）〜14日（水）※プールのみ　12日（月）〜16日（金）／大久保スポーツプラザ　19日（月）／新宿歴史博物館　12日（月）･26日（月）／生涯学習館〈赤城･住吉･西戸山〉12日（月）〈戸山･北新宿〉　26日（月）／新宿文化センター　13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（水）･12日（月）･19日（月）･26日（月）

教養講座をはじめ趣味、生活、スポーツ、家庭教育や子育て、国際交流など、区民を対
象として実施する優れた講座・イベントに対して助成します。
詳しくは財団窓口および生涯学習館、地域センターなどにある募集要項をご覧ください。
募集内容：区民（主に初心者）の方を対象とした各種講座・イベントの企画と運営
募集対象：区内で自主的に活動している生涯学習のグループ
助成対象となる事業期間：平成26年10月1日〜平成27年3月31日
助成対象となる回数・上限額：
【講座型】年間20回まで・上限15万円
【イベント型】年間2回まで・1回5万円を限度に
最大7万5千円まで
※講座型とイベント型の重複申込はできません
※書類選考の後、募集要項の条件を満たした場
合に限り、助成します。

申込み：6月5日（木）17:00必着
所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、新宿
コズミックセンター窓口（平日9：00〜17：00）
へ直接お持ちください。※要事前予約
※�平成26年度の実施団体募集は、今回が最後です。
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

知っておきたい生命保険
の選び方と見直し方
生命保険についての基礎知識を学び、ご
自身の生活設計や老後を見据えた保険の
選び方・見直し方、失敗しないポイント、
意外な落とし穴など 中立的な立場である
ファイナンシャルプランナーから学びましょ
う。この春、新生活がスタートした方にも
おすすめです。
日時：6月7日（土）　14:30〜16:30
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室
講師：�山本節子（ファイナンシャルプランナー）
対象：�区内在住・在勤の方　40名（多数抽選）
料金：無料
申込み：�5月12日（月）必着

ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

乾燥山ゴケなどを使って、自然な温かみのある人形2体をつくります。
日時：6月4日（水）
　　��午前コース：10:00〜11:30
　　��午後コース：13:30〜15:00
定員：各コース30名（多数抽選）
料金：600円
　　��（別途教材費1,300円）
申込み：�5月22日（木）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へ、
記載例(2面)のとおり記入
し、学習･スポーツ課へ。
※�在勤の場合は勤務先
名称･所在地を記入。

会場：西戸山生涯学習館　2階講習室（百人町4-7-1）
講師：大橋秀子（新宿区人材バンク登録者）
対象：どなたでも（区内在住・在勤の方優先）

自然素材でつくる �人形づくり講座
タウンガーデナー養成講座
わが家の庭やベランダ、そして新宿の街を花と緑で彩りましょう。植物の基礎知識から、
花壇のプランニング、日常の維持管理までを講義と実習で学びます。
日時：6月25日�植物の基礎知識

7月23日�植物の生育環境について
8月27日�植物と住環境について
9月10日�植物の色について、土づくりについて
10月22日�園芸作業の基礎知識、種まき（持ち帰り栽培）
11月26日�病害虫対策について
12月24日�冬の庭管理
平成27年1月28日�肥料について
平成27年2月25日�年間作業・今後の花壇ボランティア作業について
平成27年3月25日�総まとめ、夏秋花壇のプランの考え方
いずれも水曜日　10:00〜15:00（昼休憩1時間）　全10回
※月に1〜2回程度の水やり当番あり

会場：新宿コズミックセンター　3階小会議室・玄関前花壇
講師：香山三紀（園芸研究家、赤城ガーデニングクラブ・ライフアップ講座講師）
対象：どなたでも（区内在住・在勤の方優先）　25名（多数抽選）
料金：全5,000円（欠席時の返金なし）
申込み：�5月20日（火）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へ、記載例(2面)の
とおり記入し、学習･スポーツ課へ。※在勤の場合は勤務先名称･所在地を記入。

※講座修了後は、財団関連施設の花壇ボランティア活動に参加できます。

あなたと創る、花と緑のまち“新宿”

Web

だれでもわかる経済・金融講座
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
料金：無料
申込み：�エイプロシス東京ウェブサイト内「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 0 3-3667-8464かTel �
03-3667-8183で、希望講座番号
（①〜④）、氏名、住所、電話番号を、
エイプロシス東京本部へ。

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。
※一人1台貸し出しあり。持ち込み不要
※販売を目的とした講座ではありません。
日時：5月22日（木）　13:00〜15:00
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・在勤の概ね50歳以上の方　

24名（多数抽選）�※最少催行8名
料金：無料
申込み：�4月30日（水）必着

往復はがき、または受信可能なFAXがある場合はFax03-3209-1833へ、記載例(2面)の
とおり記入し、学習･スポーツ課へ。
※在勤の場合は勤務先名称･所在地を記入

Web

Web

Web

Web

秋から始める、区民を対象とした講座やイベントを企画・実施してみませんか？
みなさんの企画をレガス新宿がお手伝いします！

平成26年度第2回
区民プロデュース支援事業実施団体募集

展示中～4月24日（木）まで
彩色水墨画展
4月25日（金）～5月22日（木）
Triangle March のヴィマニカ・ヴィマニカの世界
展示場所：ギャラリーオーガード“みるっく”（歌舞伎町1-30）
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

日時：5月21日・6月18日・7月16日・30日・8月20日・
9月17日・10月15日・11月19日・12月17日・
平成27年1月21日・2月18日・3月18日、
いずれも水曜日　
10:00〜12:00　全12回

会場：赤城生涯学習館（赤城元町1-3）
講師：香山三紀（園芸研究家・ライフアップ講座講師）
対象：区内在住・在勤・在学の方　若干名（多数抽選）
料金：全4,800円
申込み：�5月2日（金）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へ、記載例(2面)の

とおり記入し、学習･スポーツ課へ。
問合せ：学習・スポーツ課　Tel�03-3232-5121

事 業 説 明 会
応募される団体を対象に説明会を実施しま
す。希望団体は、希望時間帯（①か②）を
明記の上、前日までに学習・スポーツ課へ、
電話またはFax 03-3209-1833でお申し
込みください。
日時：4月25日（金）　
①13:30〜15:00、②19:00〜20:30
※�上記日程でご都合がつかない場合には、
別途個別に調整します。

会場：新宿コズミックセンター　３階　
①大会議室　②小会議室

神楽坂で庭づくり   

赤城ガーデニング講座

Ｊ

駅
宿
新
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西武
新宿駅

歌舞伎町
新宿区役所

スタジオ
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

みるっく
ギャラリーオーガード

4月 5月 の展示

消 費 者 講 座 新宿消費生活センター委託講座 無料無料無料無料

問合せ 学習・スポーツ課
　Tel 03-3232-5121

Web

①
5月24日
（土）

AM 10：00〜12：00 資産運用のための新聞経済記事の読み方
〜アベノミクスを経済データで読み解く〜

② PM 13：00〜15：00 ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の留意点と上手な利用法

③
5月31日
（土）

AM 10：00〜12：00 金融商品広告などの留意点と証券取引の基本・留意点
〜金融商品トラブルから身を守るための知識〜

④ PM 13：00〜15：00 セカンドライフ充実のための経済生活設計
〜明るく健やかな暮らしのための基本的な知識〜

かわいい森からの使者♪

http://www.aprosis.com/
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