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広告内容についてのお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。
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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：新宿区立の小学校（勤務地希望、応相談）　
時間：�放課後～最長19:10（学校の長期休業期間等は9:50～）

※学校・時期により異なる。2時間のみの勤務もあり　
対象：子どもが好きな方。資格・経験不要。　
時給：950円～※試用期間あり
問合せ：子ども支援課　Ｔel�03-3232-5122

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
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東京ヴェルディ
新宿区サンクスマッチ

小学校の校庭や室内で放課後や長期休業中に遊べる「放課後子
どもひろば」。学校が終わってから直接参加することも、一度
帰ってから遊ぶこともできます。子どもたちは、大人のスタッ
フの見守りの中、自由に遊んだり、宿題をしています。学校に
よっては、将棋や工作、サッカー、ダブルダッチなどの楽しい
プログラムも開催しています。

放課後子どもひろばなどの責任者
スポーツ関連事業の事務補助およびスポーツ施設の管理運営業務
平成28年7月採用予定 職員（契約職）募集

将棋や工作など、遊びボランティアとし
て、子どもたちの活動に寄り添っていた
だける方のご応募をお待ちしております！
※�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。

問合せ：子ども支援課　
Ｔel 03-3232-5122

ボランティアも
募集中！

運営日時：�平日の放課後（長期休業中や振替休業日は10:00）～最長18:00
実施校：�新宿区立小学校全校　※新宿未来創造財団では下記の19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、落合第二小、落合第三小、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
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

にて受付中。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
になります。※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
　　　　�※富久小、東戸山小、四谷第六小、大久保小、戸山小、戸塚第二小、戸塚第三小、落合第

一小、落合第四小、西新宿小、新宿養護学校の子どもひろばおよび「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」に関しては、新宿区子ども総
合センター児童館運営係　Tel 03-5273-4544にお問合せください。

新宿未来創造財団では、学童クラブ機能付きひろ
ばや放課後子どもひろばの運営を通して、一緒に
子どもたちの安全を守り成長を支える熱意のある方
を求めています。また、スポーツ関連事業およびス
ポーツ施設の管理運営業務の事務に意欲のある方
を募集します。
業務内容：①放課後子どもひろばなどの責任者　

　②スポーツ関連事業の事務補助・スポーツ施設の管理運営業務
雇用形態：契約職員。※将来的には正規職員（スタッフ職）への転換あり。　
採用予定日：平成28年7月1日（金）（応相談）
応募：5月6日（金）17:00必着。申込書提出（土日祝も可）�※詳しくは新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください。
問合せ：経営課　Tel�03-3232-7701
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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

大人も子どもも一度でハマるカポエィラ!
ブラジル生まれの楽しい全身運動 キックだ!
カポエィラ・テンポ大久保 capoeira.or.jp

健康マージャン　女性･初心者･シニアが中心
ほのぼの無料体験!ドリンク付3時間1000円
高田馬場1分麻雀OZ(オズ)☎03-5285-8666

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¥1500～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

新宿英語クラブ 080-9985-2622 岩井 ゆかり
小学生で中学文法全完了 ＊ 英語が使える、
書けるを前提に英語嫌いも支援　￥1000/回

ヨガ・ルーシーダットン・子供写真レッスン
新宿御苑前 徒歩4分のロハス・ムーン
http://www.lohas-moon.com/ ☎03-3353-7928

「Oh!レガス新宿ニュース」に
広告を掲載しませんか？

広 告 募 集

毎月5日・20日発行
発行部数＝125,000部
　　　          　　（新聞折込配布116,000部）

お問い合わせ、お申し込み（先着順）　

新宿区
全域を
カバー

掲載面 サイズ（縦×横） 1枠料金（税込）

表面 39,960 円
中面 76×48mm 30,240 円
裏面 38,880 円

03-3232-7701　　 03-3209-1833
koho@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
公益財団法人新宿未来創造財団　広報担当
〒169-0072  新宿区大久保 3-1-2
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『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）

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）

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
部健康づくり課健康づくり推進係（第二分庁舎分館1階）　Tel 03-5273-3047

③いきいきウォーク新宿
落合第二地域センター～

落合第二地域センター、約4.5km
西落合の区境を探索しよう
日時：5月27日（金）受付9:10～9:30（解散12:00頃予定）
集合：落合第二地域センター（中落合4-17-13）
最寄駅… 都営地下鉄大江戸線「落合南長崎駅」

コース：落合第二地域センター（スタート）→ 新落合歩道橋→落
合南長崎→南長崎六丁目→中野通り→哲学堂公園→妙正寺川
公園→北原橋→落合第二地域センター（ゴール）

解散：落合第二地域センター（中落合4-17-13）
最寄駅… 都営地下鉄大江戸線「落合南長崎駅」

①NPO法人新宿区ウオーキング協会第135回例会
井の頭恩賜公園 野外ステージ前～石神井
公園、約12km
武蔵野の水源と湧水池を巡るウォーク
日時：5月10日（火）受付8:40～9:00（解散12:30頃予定）
集合：井の頭恩賜公園野外ステージ前（武蔵野市御殿山1-18-31）
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：井の頭恩賜公園野外ステージ前（スタート）→四軒寺→
善福寺公園（上の池・下の池）→武蔵関公園（富士見池）→石神
井川→石神井公園（三宝寺池）→石神井池(ゴール）

解散：石神井公園（練馬区石神井町5-20）
最寄駅…西武池袋線「石神井公園駅」

②レガス健康ウォーキング
登戸駅 多摩川口～向ヶ丘遊園、約8km　
生田緑地・ばら苑 ウォーク
日時：5月18日（水）受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合：登戸駅・多摩川口
最寄駅… ：小田急線、ＪＲ南武線「登戸駅」

コース：登戸駅多摩川口（スタート）→二ヶ領せせらぎ館→南武線
踏切→稲生橋→生田緑地東口 ビジターセンター→生田緑地ばら
苑→新開橋→ばら苑アクセスロード→向ヶ丘遊園駅 （ゴール）

解散：向ヶ丘遊園駅 
最寄駅…小田急線「向ヶ丘遊園駅」

6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？
日時：6月2日～23日の毎週木曜日　全クラス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 　協力：新宿区卓球連盟
申込み：5月12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（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（はがき1枚で1名まで）。
※返信を希望する場合は往復はがきでお申し込みください。抽選後に
返信、または5月19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。電話での当落確認は平日9:00～17:00にスポーツ課へ。
※安全上、小学生の方と夜間クラスに参加される中学生の方は、教室
への往復時、教室時間中、保護者（20歳以上）の付き添いが必要です。

ローラースポーツ
初心者教室
滑ってみると周りの風景が違って見えます！
体力が向上し、バランス感覚も身につきます。

日にち 時間

※ ①～③は同内容、いずれ
かの日程を選択

① 5月15日（日）
10:50～12:00② 5月22日（日）

③ 5月29日（日）
会場：新宿スポーツセンター　5階多目的コート（大久保3-5-1）
対象：5～11歳　15名（多数抽選）　
主催：新宿区ローラースポーツ連盟
※ローラースケート靴をお持ちください。貸靴は数やサイズに限りあり。
※雨天中止（小雨の場合、下記問合せ先へ確認のこと）　
申込み： 5月8日(日)必着。往復はがきまたはFAXで、記載例（4面）のほか、

希望日（①～③）を記入し、新宿区ローラースポーツ連盟へ。
問合せ： 新宿区ローラースポーツ連盟　福本　〒162-0041　新宿区早

稲田鶴巻町302　Tel/Fax 03-3203-4006

障がい者スポーツデー
（体育館 4月〜6月）
障がいのある方にスポーツを楽しんでいただく
場として、また障がいの異なる方々がつどい、
スポーツを通じて交流を深めることを目的とした
施設開放です。
■フットサル・卓球
日時：月1回　第4木曜　4月28日(木)、5月26
日(木)、6月23日(木)19:00～20:30
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
持ち物：運動ができる服装、室内用運動靴
対象：障がいのある方とリハビリ目的の方、障が
いのある方とスポーツを楽しみたい方
料金：100 円（介助者は無料）
申込み：当日新宿コズミックセンター1階ロビー
の券売機でチケットをご購入の上、直接ご来場く
ださい。（フットサルにご参加の場合は、事前に
スポーツ課までお問合わせください。）

無料

対象：試合当日に区内在住・在勤・在学の方
定員：競技場収容人数に達した時点で受付を終了します
席種：ホーム自由席
申込み：当日、試合開始2時間前から試合開始まで（会場正面受付ブー
スにて）申込書（新宿コズミックセンターで配布、新宿未来創造財団ウェ
ブサイトからダウンロードも可）に必要事項を記入のうえ、代表者は区
内在住・在学・在勤が確認できる証明書（運転免許証・健康保険証・学
生証・社員証など）をご提示ください。チケットとお引き換えします。
※代表者1名につき、代表者を含め4名まで引き換え可

障がいのある方をご招待！

対象： 試合当日に区内在住・在勤・在学で、障がいのある方　
（本人1名、同伴者3名まで）　50名（同伴者含む・多数抽選）

申込み：5月12日（木）必着。新宿コズミックセンターなどにて配布の申
込書に必要事項を記入し、新宿コズミックセンター窓口へ。または、郵
送か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、新宿コズミックセンターへ。Fax 
03-3209-1833※ 車いすの方のみ、車でのご来場可。（席数に限りあり）

東京ヴェルディ 新宿区サンクスマッチ

5月22日（日）
16:00キックオフ

試合開始時に選手と手をつないで入場しよう !

対象： 試合当日に区内在住・在学の小学生で本試合を
観戦する方　11名（多数抽選）

申込み： 5月6日（金）必着。往復はがきに記載例（4面）
のほか、学校名・学年、本人を除いた同伴者
の人数を記入し、新宿コズミックセンターへ。

※ 当日のチケットは①などの方法でご用意ください。
　（集合は15:30予定）
※ ②・③は同時申込みはできますが、同時間帯開催のため

当選はどちらか一方とさせていただきます。

ピッチサイドで試合前の練習風景を見学しよう!

対象： 試合当日に区内在住・在学の小学生とその保護
者で本試合を観戦する方（ハイタッチキッズは小
学生のみ）　50名（多数抽選）

申込み： 5月6日（金）必着。往復はがきに記載例（4面）のほか、
参加者全員の氏名と、代表者が区外在住の場合は
学校名もしくは勤務先の名称と所在地も記入し、新
宿コズミックセンターへ。

※ 当日のチケットは①などの方法でご用意ください。
　（集合は15:00予定）

Web

Web

②エスコートキッズ（小学生限定） ③ハイタッチキッズ＆ピッチ見学ツアー
④障がい者招待デー

①新宿区民無料招待デー
Jリーグ
公式戦

無料 無料

無料

無料

東京ヴェルディ VS 清水エスパルス

※ 安全上、①～④のいずれも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

Ⓒ TOKYO VERDY
会場：味の素スタジアム

（調布市西町376-3）

無料

無料招待
デー！

風にのって
滑ってみよう！
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お知らせお知らせ

多文化多文化
問合せ・外国人相談コーナー

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）

Family Japanese Language Class 
for Foreign Residents
Class with free childcare for parents of small 
children. 
Date and Time：
Semester 1:  May 14 to July 16
Every Saturday (10 classes each term)10:00 to 
12:00 
Location： Okubo Elementary School  3FL Tsutsuji 
Room (1-1-21 Okubo)
Eligibil ity： 20 parent-and-child pairs with 
introductory to beginner level Japanese (parents 
may also attend without their children) 
Fee：500 yen (for ten classes) childcare is free 
Partner： Shinjuku Niji-no-kai
To Apply： Accepting(First come, first served).  
Contact the Shinjuku Cosmic Center by e-mail or 
post. Write ①name (with furigana), ②child’s name 
(with furigana), the gender and age, ③language(s) 
used, ④nationality, ⑤address, and ⑥telephone 
number (fax). 　 chiiki@regasu-shinjuku.or.jp
For more information：contact the Regional 
Exchange Division. Tel 03-3232-5121

面向外国人的亲子
日语培训班
为有孩子的父母准备的附带托儿服务的培

训班。

日期：1学期　5月14日～7月16日

  　　 每周六10:00～12:00开班

  　　 （各学期10次）

会场：大久保小学3层杜鹃花教室

  　　 （大久保1-1-21）

对象：日语入门〜初级水平的亲子组20

组，仅家长参加亦可

费用：500日元（10次份）免费托儿

协办：新宿区虹之会

申请：受理中（按先后顺序）。通过电子邮

件、邮寄等任何一种方式发送至新宿

Cosmic Center申请。①请填写好姓名（假名

注音）、②小孩的姓名（假名注音）、性别、～

年龄、③熟悉的语言（可复数）、④国籍、

⑤地址、⑥电话号码（传真）。 chiiki@

regasu-shinjuku.or.jp

咨询：地域交流课　电话03-3232-5121　

외국인 가정을 위한 
일본어 교실
자녀가 있는 아버지, 어머니를 위한 탁아를 

겸한 교실입니다.

일시：1학기 5월 14일~7월 16일

　　　매주 토요일10:00~12:00개최

　　　(각 학기 10회)

장소：오오쿠보 초등학교 3층 츠츠지룸

　　　(오오쿠보1-1-21）

대상：일본어 입문~초급 레벨의 부모와 자

녀 20쌍, 부모만 참가도 가능

비용：500엔(총 10회분) 탁아 무료

협력 ：신주쿠구 니지노카이

신청：접수중 (선착순). 이메일, 또는 중에

서  신주쿠코즈믹센터로 보내 주십시오. ①

이름(발음표기), ②자녀 이름(발음표기), 성

별, 연령, ③가능한 언어(있는 대로), ④국

적, ⑤주소, ⑥전화번호 (팩스)를 적어 주십

시오. 

chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

문의：지역교류과 전화 03-3232-5121
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新宿コズミックセンター ロビーコンサート

春のホッとコンサート
ディズニーの曲を中心に童謡、抒情歌など、どなたでもお楽しみいただける
プログラムです。
日時：4月24日（日）12:00～13:00　
会場：新宿コズミックセンター　1階ロビー
出演：木村聡子（ヴォーカル）、長堀美佳（フルート）、平林明子（ピアノ）ほか
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

落語in和室毎月のお楽しみ！！ 大久保スポーツプラザ

新鋭の若手噺家による落語二席をお楽しみく
ださい！

日時：5月2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（先着順）

入場料：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
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

※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。

笑福亭和光（二ツ目） 三遊亭遊松(前座）

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

写真展 戦後
1945  - 1989昭和の新宿風景

P o s t w a r   S h o w a  S h i n j u k u  S c e n e

新宿歴史博物館 所蔵資料展

時間：9:30～17:30（最終入館は17:00）　会場：新宿歴史博物館　地下1階企画展示室
休館日：4月25日（月）、5月9日（月）・23日（月）

開催中～6月12日（日）　

matataki-mosezu　またたきもせず

アコースティック&ハートフル♪ 星空コンサート
プラネタリウムドームの春の星空の下、新鋭のミュージシャンたちによるアコースティックでハート
フルな、そしてパワフルな生演奏と、映像
美のコラボレーションをお楽しみください！
日にち：5月21日（土）
時間：午後の部　15:00開演（開場14:30）　

　　　　　※約90分（予定）
夜 の 部　17:30開演（開場17:00）　
　　　　　※約90分（予定）
※午後の部と夜の部の内容は
　異なります（入替制）

出演：新鋭のインディーズ系グループの競演
午後の部　1.  渡井翔太　ボーカル・ギター（Halo at 四畳半）／力強さと温かさが共存する楽曲

と圧倒的な歌と演奏で観客を魅了し、ファンも急増中。
　　　　　2.  ヒグチアイ　ボーカル・ピアノ／18歳で鍵盤弾き語りシンガーソングライターとして

活動開始、某オーディションで約4,000組から最優秀賞を獲得。
夜 の 部　3.  有馬和樹　ボーカル・ギター （おとぎ話）／結成15年目のバンド。ライヴバンドとし

ての評価も高く、共演を熱望する若手・ベテランミュージシャンも多々。
　　　　　4.  冨塚大地　ボーカル・ギター（BOYS END SWING GIRL) ／ ROCK IN JAPAN 

FESTIVAL 2013 出場をかけたコンテストで入賞など、現在勢いのあるグループ。
定員：各部140名 （多数抽選)　全席自由　※未就学児入場不可、小学1～3年生は保護者同伴
料金：各部1,500円（当日支払い）　申込み：5月13日(金)必着。往復はがきにて、記載例（4面）の
とおり記入し、新宿コズミックセンターへ。（窓口でも申し込み可。返信用はがきを持参）
※開演中の入退場、および他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。

Web

レガスまつり2016を4月2日（土）に開催しました
　毎春恒例のレガスまつり、10回目を迎えた今年も新宿で活動する70余りの団体が集結しました。
あいにくの曇り空でしたが、延べ8,000人近くの来場者が多彩なジャンルの展示や
体験プログラム、ステージ発表を楽しみました。新宿コズミックセンターではス
ポーツプログラムやフードコーナー、新宿文化センターでは早稲田大学交響楽
団協力による避難訓練コンサート、新宿歴史博物館では常設展無料開放や勾
玉づくりなどの講座を開催しました。今年から新たな会場になった大久保スポー
ツプラザでは、小中学生を対象にした硬式テニス教室やプロ棋士による将棋道
場、ジャズやゴスペルなどのコンサートが来場者の注目を集めました。

Vol.1
イベントレポート 

子ども向けクラブ「レガスクラブ」 
開催時間について

　「Oh ! レガス新宿ニュース４月5日号」において、「レガスクラブ」の募集記事
内に講座の開催時間が記載されていませんでした。ここにお詫びして訂正させ
ていただきます。
　なお、参加料、募集人数など詳細は「Oh ! レガス新宿ニュース4月5日号」または新宿未来創造
財団ウェブサイトをご確認ください。 問合せ：子ども支援課　Ｔel 03-3232-5122

クラブ名(曜日) 期間/回数 開催時間

1 レガス子どもクラブ　
～総合体験～

5月15日～2月5日の
日曜日　全18回

10:00～12:00
（予定）

2 小学生スポーツ教室Ⅰ 5月18日～2月15日の
水曜日　全25回

16:00～17:00
3 小学生スポーツ教室Ⅱ 17:20～18:20
4 フットサル小学生A

5月20日～3月10日の
金曜日　全30回

16:20～17:20
5 フットサル小学生B 17:25～18:35
6 フットサル小学生C 18:40～19:55
7 英語クラブⅠ 5月17日～1月31日の

火曜日　全25回
16:00～16:45　

8 英語クラブⅡ 17:00～18:00
9 英語クラブⅠ　落合第三小 5月19日～2月2日の

木曜日　全25回
16:00～16:45

10 英語クラブⅡ　落合第三小 17:00～18:00

11 料理クラブ
前期：5月11日～9月21日の水曜日
後期：10月5日～2月15日の水曜日
各8回（全16回）

16:30～18:00

12 図工クラブ 5月17日～2月14日の
火曜日　全25回 16:30～18:00　

好評開催中！ 無料

渡井翔太

有馬和樹

�ヒグチアイ

冨塚大地
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4 （（5月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター9日（月）〜11日（水）※プールのみ9日（月）〜13日（金）　／大久保スポーツプラザ16日（月）　／新宿文化センター10日（火）　／新宿歴史博物館9日（月）・23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2日（月）・9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉9日（月）　〈戸山･北新宿〉23日（月）　

学  習学  習

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）
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
⑤年齢
⑥性別

52
円

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

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
　Tel 03-3350-1141

ラ　イ　フ　ア　ッ　 プ　講　座

～気持ちまでも明るくいきいき！～
シニアメイクアップ講座
いくつになっても綺麗にメイクが仕上がると、心ウキウキ、明るい気持ちになり、自然とイメージアッ
プが図れます。初夏に向けたスキンケアや、ひと工夫で若々しく見えるメイクアップ術で楽しいシニ
アライフを過ごしませんか！
日時：6月6日・13日・20日の月曜日　全3回　

午前コース：10:00〜12:00 
午後コース：14:00〜16:00

会場：REIKO KAZKI 東京サロン（左門町3-1 左門イレブンビル4階）
講師：REIKO KAZKI 東京サロン講師

（かづきれいこ氏の直接指導・講演はありません）
対象：50歳以上の女性（多数抽選）※区内在住・在勤の方優先
定員：各コース30名　※最少催行人数各コース15名
料金：全3,400円（教材費込）※欠席時の返金なし
申込み： 5月20日（金）必着。往復はがきへ記載例（下段）のほか、希望コース(午前コースま

たは午後コース)を記入し、新宿文化センターへ。

音楽
子どものための合唱講座
〜落合少年少女合唱団〜
歌の好きな子集まれ！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：6月11日〜平成29年2月25日の

土曜日　全20回 10:00〜12:00
会場：落合地域の小中学校
対象：小学生〜中学生　26名
参加料：1回500円
申込締切：5月29日(日)

スポーツ
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、ステップ等を行い、腰痛や
更年期症状を緩和し、楽しく踊り、心身の健康
や若返りを目指しましょう。
日時：5月10日〜平成29年2月28日の

原則第2・4火曜日　全20回 14:30〜16:00
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
対象：主に中高年女性の方　15名
参加料：半期(10回)8,000円
申込締切：4月24日（日）

スポーツ
楽しい！ 
はじめての社交ダンス
〜新宿きずなサークル〜
社交ダンス入門講座。どなたでも参加できま
す。基礎的なステップを繰り返し練習します。
日時：5月10日〜平成29年2月28日の

火曜日　全20回　18:00〜19:30
会場：戸山生涯学習館(戸山2-11-101)
対象：どなたでも　20名
参加料：半期(10回)5,000円
申込締切：5月2日(月)

新宿コズミックセンター5月臨時休館
館内設備点検および修繕のため、下記の期間は休館いたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
日時：①プール：5月9日（月）〜13日（金）

②プール以外：5月9日（月）〜11日（水）
1階事務所は②の期間中9:00〜17:00の営業です。14日（土）以降全館通常開館となります。
※スポーツプログラム「レガスポ！」は5月9日（月）〜14日（土）まで休講します。

問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

区民の方々を対象とした趣味・教養・スポーツ・芸術・音楽などの生涯学習講座やイベントを企画
運営してみませんか。優れた講座やイベントへ支援します。
募集内容：区民を対象とした講座・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
支援対象となる事業期間：10月１日(土) 〜平成29年3月31日(金)
支援対象となる回数・上限額：講座：年間20回・最大10万円まで　

イベント：年間2回・最大5万円まで　
※講座とイベントの重複申請はできません。

応募方法： 6月3日(金)17:00必着。所定の申請様式に必要書類を添付し、必ず事前予約の上、新
宿文化センターまで持参。

※ 募集要項および申請様式は新宿文化センター、新宿コズミックセンター、各生涯学習館、各地域
センターで配布。新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可。

フレッシャーズや20代の社会人、就活生など学生の方向け

デキる社会人になるためのマネーセミナー
～少額から始める資産運用とマネートラブル回避～
超低金利時代の今、夢の実現に向けての人生設計や大切なお給料の活かし方は、とても大切です。
社会生活で役立つ資産運用の基礎知識や金銭トラブルに巻き込まれない方法など、
若い世代の社会人やこれから社会に出る学生の方に役立つマネーセミナーです。
日時：5月28日（土）10:00〜11:30　
会場：新宿文化センター　第1会議室
講師：東京都金融広報委員会　大野操（金融広報アドバイザー）
対象：新社会人など若い世代（主に20代）の社会人、大学生など学生の方

40名（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先 
申込み：5月16日（月）必着。往復はがきへ記載例（下段）のとおり記入し、新宿文化センターへ。Web

Web

消 費 者 講 座 新宿消費生活センター委託講座

手塚治虫の登場に端を発する戦後のマンガ文化
と、エルヴィス・プレスリーの登場に始まるロッ
ク・カルチャーを軸に、新宿が若者文化の拠点
となった時代（1960～70年代）を俯瞰します。
日本とアメリカで派生した二つのカウンターカル
チャーが、人種と国家の壁を越えてグローバル
な文化に発展した過程を分析し、新宿的な風俗
との接点を探ります。

日時 講師
マンガ編 8月28日（日）14:00〜16:00 夏目房之介　トークゲスト：サエキけんぞう
 ロック編 10月23日（日）14:00〜16:00 サエキけんぞう　トークゲスト：夏目房之介

会場：新宿文化センター　小ホール
対象：高校生以上　210名（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先　※最少催行人数各100名
料金：各回：1,000円/2回セット料金：1,600円
申込み： 8月13日（土）必着。往復はがきへ記載例（下段）のほか、希望講座（マンガ編、ロック

編、2回セットのいずれか）を記入し、新宿文化センターへ。

新宿カウンターカルチャー・ストーリー

マンガとロックと新宿の時代

夏目房之介、サエキけんぞう両氏がマンガとロックと新宿について
語る、エンタメ・カウンター・カルチャー講座！全２回開催です。

Web

さあ、はじめようミュージカルへの道！
はじめの一歩が大きな笑顔になるよ

日時：5月19日〜9月18日　原則木曜日　全23回（リハーサル、発表会含む）18:00〜20:00
火曜日レッスンあり。詳しい日程は新宿文化センターウェブサイトをご覧ください。

講師：本徳亜希子（ミュージカル・インストラクター、元劇団四季）　
会場：新宿文化センター
修了発表会：四谷区民ホールにて9月18日（日）　※リハーサルは9月17日（土）
対象・定員：小学4年生〜高校生・大学生・大人も可　45名（先着順）
参加料：34,500円（発表会費用含む）　※参加料は返金できません。
申込み： 先着受付中（定員になり次第締め切り）。新宿文化センターウェブサイト内の専用申込フォー

ム、または新宿文化センターで配布中の参加申込書に記入し、持参または郵送で、 
新宿文化センターへ。

新宿ミュージカル講座

講座申込み時のお願い
・ 応募人数が最少催行人数に満たない場合、開

催しないことがあります。
・ 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。
・ 講座参加料入金後のキャンセル及び欠席時の

返金はいたしかねます。
・ スポーツプログラムの場合、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
険へ加入されることをおすすめします。

Web

平成28年度「区民プロデュース支援事業」企画運営団体募集
事前説明会

日時：4月27日(水)①13:30〜　②19:00〜
会場：新宿文化センター　

①4階第2会議室　②4階第3会議室
※ 開催日前日までに新宿文化センターへ電

話にて申し込み。（説明会に参加できない
場合は別途個別説明いたします）

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)。往復はがきに記載例
（右欄）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　Tel 03-3350-1141 Web

新しいことを始めてみませんか

講座参加者募集区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業

毎年、大好評！

今年は午前・午後
2コース

での開催です。

無料

夏目房之介

※夏目さんの白髪が飛ばないように、バックをコントロールしてください。

　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。
※夏目さんの白髪が飛ばないように、バックをコントロールしてください。

　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。

サエキけんぞう

※夏目さんの白髪が飛ばないように、バックをコントロールしてください。

　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。

※夏目さんの白髪が飛ばないように、バックをコントロールしてください。

　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。

※夏目さんの白髪が飛ばないように、バックをコントロールしてください。

　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。
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