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〒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   

日時：全4回　別表参照
会場：新宿コズミックセンター

※8月21日は、新宿区内の他施設にて開催予定
対象：�Aコース：小学1・2年生　親子40組（要保護者同伴）

Bコース：小学3～6年生　40名
※区内在住または区内の学校に通う小学生優先（多数抽選）

料金：全3,700円（材料費込み）
共催：NPO法人子ども・宇宙・未来の会

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙教育センター
申込み：6月8日（水）必着。往復はがきにて、記載例（4面）のほか、学年・
学校名・保護者氏名・対象のコース名を記入し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：子ども支援課　Tel�03-3232-5122 Web

日にち（全4回） コース 時間 プログラム（予定）

6月26日（日） Ａ・Ｂ共通 9:30～11:30 開校式　「宇宙の学校」オリエンテーション
プラネタリウムドームで不思議な映像体験

8月21日（日） Ａコース 9:30～11:30 ペットボトルロケットをつくってとばそう
※雨天時…発射台つきスポイトロケットづくりＢコース 13:30～15:30

10月16日（日） Ａコース 9:30～11:30 ビニール傘でプラネタリウムをつくってみよう
Ｂコース JAXA探査機「あかつき」が観測している金星をみつけよう（金星早見盤づくり）

12月4日（日）
Ａコース

9:30～11:30

かさ袋ロケットをつくってみよう
レポート発表　閉校式

Ｂコース 飛行体「ラム」づくりにチャレンジ
レポート発表　閉校式
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新宿文化センターで
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ライフアップ講座　
ディスカバリー！NIPPON 4面

夏のレガスポ！
短期講座

宇宙のことだけでなく身近な不思議を実験や工作で楽しく学ぼう！
月一回、全4回にわたるスクーリングでは、
おもしろいプログラムが満載です。
またご家庭でもできる実験などを

写真やイラストで説明したテキストを配布します。

親子で科学を楽しもう！

平成27年度 
第3回新宿区小学生囲碁大会結果 
平成28年3月20日（日）に開催
された第3回新宿区小学生囲碁
大会において、下記の方々が
入賞されました。おめでとうご
ざいます。
問合せ：子ども支援課　

Tel�03-3232-5122
19路盤の部
優勝 赤池七瀬
準優勝 橋本佑一郎
第3位 安部耀太朗

13路盤の部
優勝 江川亮太郎
準優勝 吉田真奈美
第3位 小林怜美

9路盤の部
優勝 日下部晃矢
準優勝 鈴木琥太朗
第3位 西岡新

宇宙の学校

日時：7月1日～平成29年2月24日の金曜日のうち全25回　
16:15～17:45

会場：新宿コズミックセンター　地下1階プール
対象：�区内在住・在学の小学3～6年生　3コース合わせて30名

（多数抽選）　※区内在住・在学の方優先
Ａコース：頭まで水にもぐれる、水に浮いて進める
Ｂコース：�息継ぎしながら1つの泳法で15m以上泳ぐこ

とができる　　
Ｃコース：1つの泳法で25m泳ぐことができる

料金：全10,100円　協力：新宿区水泳連盟
申込み：�6月13日（月）必着。往復はがきに記載例（4面）および

お子さまの泳力に合うコースを記入し、新宿コズミック
センターへ。

問合せ：子ども支援課　Tel�03-3232-5122

みんなで挑戦！　もっともっと泳げるようになろう！ 

いよいよ募集開始 !！   レガス水泳クラブ
泳ぎの基礎を身につけることから始めます。「できた！」を自信にもっと自分の力を伸ばしてみよう！

Web

コピー機になってみよう！コピーのしくみは
科学の不思議がいっぱい！

会場：新宿コズミックセンター　1階第二武道場
定員：各コース30名（多数抽選）　Aコースは要保護者同伴

※区内在住・在学者優先。
料金：500円（材料費込み）　協力：(株)リコー　

申込み：�6月15日（水）必着。往復はがきにて記載例（4面）のほか、学年・
学校名・保護者氏名（同伴の場合）・緊急連絡先を記入し、新宿
コズミックセンターへ。

問合せ：子ども支援課　Tel�03-3232-5122

ボタンをおすとあっというまにコピーのできあがり！   でもなんで？  どうやって？  コピー機の中を探検してみよう！

Web

日にち コース 時間 対象

7月2日
（土）�

A 10:30～
12:00

小学
1・2年生

B 13:30～
15:00

小学
3～6年生

Vol.2

小学生 中〜高学年向け
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スポーツスポーツ 問合せ スポーツ課  
Tel 03-3232-7701　Fax 03-3209-1833
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

夜  ② ヨーガで筋力アップ
夏バテ防止とスポーツの秋に向けてヨーガで体力作りしません
か？やや強度の高い動きもご紹介します。心と体をリフレッシュ
して、翌朝の爽やかな目覚めと活力を！
日時：7月27日～9月21日の水曜日（全8回）

※8月10日を除く　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）
料金：全3,300円

午前  ③はじめてのヒップホップ
流行のダンスのリズムに乗って、踊る楽しさに目覚めてみませ
んか？基本のリズムと簡単な振付を覚えて、曲に合わせて踊っ
てみましょう。初心者大歓迎！今年の夏は踊って汗をかいて
スッキリ過ごしましょう。
日時：7月30日～10月1日の土曜日（全9回）

※8月13日を除く　10:40～11:30
会場：地下1階多目的広場
講師：セルツァー正美

（火・木曜通年レガスポ！講師）
料金：全3,700円

in 新宿コズミックセンター (大久保3-1-2)

出張 夏の短期短期スポーツプログラムを
お近くの施設で！

短期スポーツ
プログラム

対象：高校生以上の方（①は男性）　定員：①25名、②③各30名、（多数抽選、区内在住・在勤の方優先）　申込み：6月15日(水）必着。窓口または52円はがき（往復はがき不要）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。　※在勤の場合は勤務先名称・所在地を記入　※当選者のみ、6月24日（金）までに郵送にて返信　

①～③共通事項
Web

夜  ①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：7月20日～9月21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）
料金：全4,100円

in 大久保スポーツプラザ(大久保3-7-42)

男性限定

7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？
※ 8月初級卓球教室は夏休みのためお休みです。
日時：7月7日・14日・28日 いずれも木曜日

〈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
各クラス全3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
協力：新宿区卓球連盟
申込み： 6月16日（木）必着。所定の申込書（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6月23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間にスポーツ課へ

※ 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。

グラウンド・ゴルフ初心者教室
ゴルフをアレンジしたスポーツで、高度な技術は必要ありません。どなたでも一緒にプレーできます。
道具の貸し出しもあり。
日時：6月4日(土)13:30～16:00　※雨天中止
会場：戸山多目的運動広場(戸山3-2)
定員：30名(先着順）
料金：300円
主催：新宿区グラウンド・ゴルフ協会
申込み： 5月22日（日）～5月31日(火)に、記載例（4面）の必要事項を

電話またはFAXで新宿区グラウンド・ゴルフ協会　川上へ。
問合せ： 新宿区グラウンド・ゴルフ協会　川上　 

Tel/Fax 03-3352-9664

新宿区民総合体育大会
軟式野球大会
（兼・第2回軟式野球連盟大会）

日にち：7月中旬～12月の日曜日および祝日（予定）
会場：西戸山公園野球場（百人町4-1）ほか
対象： 区内在住・在勤の中学生を除く15歳以上（平成28年4月1日現在）で構成

されたチーム、または、新宿区軟式野球連盟登録チーム
定員：約180チーム（1チーム：監督・代表者含め12～20名）
料金：1チーム2,000円　※別途連盟経費11,000円
主管：新宿区軟式野球連盟
申込み： 6月11日（土）18:00～20:00に新宿コズミックセンター　5階大研修室へ

①参加料②申込書③参加者名簿（代表者名とチーム全員の氏名・生年月日・住所記載）をお
持ちください。
※新宿区軟式野球連盟登録チームは連盟所定の方法で申し込むこと
※ 大会要項・申込書は、新宿コズミックセンターで配布のほか、新宿未来創造財団ウェブ

サイトからダウンロード可
代表者会議： 6月18日（土）受付18:00～、会議開始18:30～　

　　新宿コズミックセンター　5階大研修室　※欠席の場合は棄権とみなします。
問合せ： 新宿区軟式野球連盟　金子　Tel 090-8348-1692

東京都体育協会シニアスポーツ振興事業

新宿区シニアダーツ講習会
ダーツにチャレンジ！自宅でもできる楽しい室内生涯スポーツです。基本から指導しますので、初
めての方もお気軽にご参加ください。大勢の仲間が楽しくプレーしています。
日時：7月2日～23日の毎週土曜日　全4回　18:30～20:30
会場：西戸山生涯学習館（百人町4-7-1）
対象：区内在住・在勤の60歳以上の方　10名

区内在住・在勤の60歳未満の方　5名（いずれも多数抽選）
料金：全1,000円（当日集金）
主催：（一社）新宿区体育協会、（公財）東京都体育協会、東京都
主管：新宿ダーツアミティ
申込み： 6月20日（月）必着。往復はがきに記載例（4面）のほか、

区内在勤の場合は勤務先名称・所在地を記入し、〒161-0032　中落合2-11-21　進藤方 
新宿ダーツアミティへ。

問合せ： 新宿ダーツアミティ　進藤　Tel 03-3954-3881または080-6551-5001

新宿区民総合体育大会
新宿区中学生野球大会
日にち：7月23日（土）・25日（月）・27日（水）・29日（金）・30日(土） 

　の5日間　※雨天順延　予備日：8月3日(水）
会場：落合中央公園野球場(上落合1-2)
対象：区内在住・在学の中学生で構成された16チーム（先着順）
主管：新宿区軟式野球連盟
協力：新宿区少年軟式野球連盟
申込み： 5月22日(日）～6月20日(月）までに、所定の申込書を新宿コズミックセンターへ持参。

受付時間9:00～19:00　※休館日の6月13日(月）は9:00～16:30
※ 大会要項・申込書は、新宿コズミックセンターで配布のほか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： 7月1日(金)19:00～
　　　　　  新宿コズミックセンター　3階小会議室　 
　　　　　  ※要出席

夏季利用時間のお知らせ
6月～9月の間、右表の日程で、プールはお一人1回につき2時間までの利用
となります。また、混雑緩和のため、全面開放となる日があります。
利用時間：9:00～21:45　
料金：大人400円　中学生以下100円
超過料金：1時間毎に大人200円　中学生以下50円

2時間制となる日程 25ｍプール開放コース数 幼児プール
6月 毎週土日祝（5・12・19・26日は11:00まで全面貸切） 4コース以上 貸切有

7月 毎週土日祝
21日以降の毎日（21日は14:00まで全面貸切）

全コース
（22日は7コース開放）

左記貸切日
以外、開放

8月 毎日8:00から 全コース 開放

9月 土日祝（25日は11:00まで全面貸切） 全コース
（24・25日は4コース以上）貸切有

※上記以外でも休館日や新宿区事業などでご利用いただけない日があります。
　詳しくは毎月25日発行のプール予定表をご覧ください。（新宿未来創造財団ウェブサイトからも閲覧可。）

出場チーム募集

無料

新宿コズミックセンタープール
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お知らせお知らせ

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

生きた英語を外国人講師が楽しく教えます
英仏西独伊中韓国語他体験個人40分￥1500円
初歩～上級ＬＩＧ曙橋駅A4 1分 0333554471

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

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

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

フラダンス 新規クラスメンバー募集
水曜・高田馬場 体験レッスン随時受付中
問合せ☎080-3364-1630  あさみまで

朗読 de楽しむ名作選「朗読の日2016」公演
6月18＆19日銀座 博品館劇場 料金2500円
NPO日本朗読文化協会　03-3584-4451

マージャン教室･健康麻雀　女性･シニア中心
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

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

上高地「自然講座」開催のお知らせ
日本山岳ガイド協会は、長野県上高地にて全
10回の講座を開催します｡ 写真･スケッチ･地学
などいろいろな種類の一般向け有料講座です｡
要予約｡ 詳しくはhttp://www.jfmga.comをご覧
ください｡ 問合せは☎03-3358-9806平井まで｡

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

『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）

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　

NPO法人新宿区ウオーキング協会第136回例会
東大和市駅前 ～ 北山公園、約10km
多摩湖から八国山緑地を経て花菖蒲の公園へ
日時：6月14日（火）受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合： 東大和市駅前
最寄駅…西武拝島線「東大和市駅」

コース：東大和市駅前(スタート)→野火止用水→東村山中央公
園→けやき通り→多摩湖堰堤→八国山緑地→北山公園(ゴール)

解散：北山公園（東村山市野口町4-50）
最寄駅…西武新宿線・西武国分寺線・西武西武園線「東村山駅」
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
杉並大宮八幡宮前 ～ 善福寺公園、約8km
善福寺川、ウォーク
日時：6月22日（水）受付8:40～9:00（解散12:00頃予定）
集合： 杉並大宮八幡宮前（杉並区大宮2-3-1）
最寄駅…京王井の頭線「西永福駅」「永福町駅」

コース：杉並大宮八幡宮前(スタート)→和田堀公園→善福寺川
緑地→荻窪橋→城山橋→善福寺公園 (ゴール)

解散：善福寺公園（善福寺3-9-10）
最寄駅… 西武新宿線「上石神井駅」
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
柏木地域センター ～ 東京オペラシティ、
約3.5km
柏木地区楽しく、いきいきウォーク
日時：6月24日（金）受付9:10～9:30（解散12:00頃予定）
集合：柏木地域センター（北新宿2-3-7）
最寄駅…東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」

コース：柏木地域センター (スタート)→成子天神社→新宿中央
公園内エコギャラリー新宿→熊野神社→山手通り→東京オペラ
シティ(ゴール)

解散： 東京オペラシティ（西新宿3-20-2）
最寄駅…京王新線「初台駅」
問合せ： 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

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

新宿区民総合体育大会
新宿区民踊大会

区内で活動する皆さまが、全国各地の伝統民踊を披露します。
新宿区の友好都市である長野県伊那市からも愛好団体が出演し
ます。日本の伝統民踊をぜひご観覧ください。
日時：6月12日(日)10:00～16:00（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
問合せ：スポーツ課　

Tel 03-3232-7701

新宿区成立70周年記念
新宿文化センター合唱団員募集

ヴェルディ「レクイエム」
人気急上昇中！イタリアの指揮者アンドレア・バッティストーニ
と、一流のソリスト、オーケストラとともに、新宿区成立70周
年記念コンサートに出演します。合唱が初めての方のご参加も
お待ちしております。
日時：7月6日（水）から基本的に毎週水曜日

全30回程度　18:30～21:00
※練習の進捗状況によって回数が変更になる場合があります。
会場：新宿文化センター　小ホール　合唱指導：山神健志　ほか
対象：継続して練習に参加でき、本番に出演できる方

200名程度（先着順）　※定員になり次第締め切り
料金：新宿区民の方：12,000円　新宿区外の方：18,000円

※楽譜、チケット代等を除く
申込み： 5月25日（水）～6月22日（水）必着。所定の申込書を持

参、郵送にて新宿文化センターへ。または新宿文
化センターウェブサイト内の専用申込フォームより。

※ 申込書は新宿文化センターウェブサイトよりダウンロードおよ
び新宿文化センターで配布　

問合せ： 新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

【本番概要】
公演日：2017年2月18日（土）　
会場：新宿文化センター　大ホール
指揮：アンドレア・バッティストーニ　
独唱：小原啓楼（T）、妻屋秀和（B）ほか
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

申込み：募集要項を確認のうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、郵送または持参にて新宿文化センターへ。各生涯学習館でも受け付けます。
募集要項および申込書は、新宿文化センター、各生涯学習館で配布。(新宿文化センターウェブサイトからダウンロード可)　問合せ： 新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

音楽・コーラスのつどい　 
芸術の秋に、新宿を音楽で彩る音楽祭。区内で音楽に親しんで
いる皆さまの楽しい演奏会です。日頃の練習の成果をぜひご披
露ください。
日時：11月3日(木祝)12:00～17:00(予定)
会場：新宿文化センター　大ホール
対象：① 主に区内在住･在勤の方で構成するアマチュアの音楽

(器楽)･合唱グループ
② 1年以上継続して定期的に区内で活動している5名以上

のグループ
③2回の全体打合せ会に参加可能な団体
　※8月23日（火）・10月6日（木）19:00～を予定

定員：30団体程度(多数抽選)
協力：新宿区合唱連盟
申込締切：7月30日（土）必着。

※ 5月5日発行号の同記事にて全体打合せ会開始時間に誤りがありました。
　正しくは19:00～です。お詫びして訂正いたします。

新宿ユース･ステージ 
パフォーマンス2016
新宿区内の小中高生から大人までの吹奏楽団や金管バンドの
「新宿ユース･ブラスフェスティバル」と、小学生のコーラスや和
太鼓団体などの「子どもの音楽会」が合体し、新たな音楽イベン
トが誕生します！子どもたちと若い世代のグループが一堂に会
し、新宿文化センター大ホールで、楽しいステージパフォーマン
スを繰り広げます。
日時：11月6日(日)10:00～17:00(予定)
会場：新宿文化センター　大ホール
対象：①新宿区内の小･中･高等学校

② 主に区内で活動する、主に子どもまたは青少年を中心
に構成する音楽(器楽)･合唱グループ

定員：20団体程度(多数抽選)
後援：新宿区教育委員会　
協力：新宿区吹奏楽団
申込締切：7月30日（土）必着。

国際都市新宿･踊りの祭典2016

様々な国の人々がエネルギッシュに活動し、暮らす街、新宿。
この日本屈指の国際都市･新宿で、今年も「踊りの祭典」を開催し
ます。第8回目を迎えたこのイベントは、各国の民族舞踊のパ
フォーマンスから、ワークショップ、エスニック雑貨や料理の販
売など、多種多様な文化と芸術が入り混じった交流プログラム
を、館内のあちこちで開催します。
日時：11月12日(土)11:00～17:00(予定)
会場：新宿文化センター　全館
対象：① 世界各国や地域の文化紹介や 

多文化交流に関心があるグループまたは個人
② 主催者来場者とともに協力し、積極的にイベントを盛り

上げてくださる方
※年齢、国籍、プロ、アマチュア等は問いません
※ 舞踊および音楽関係出演希望の場合は、必ずデモ映像(ファイ

ナライズ済みDVDのみ)を提出してください。
申込締切：7月15日（金）必着。

新宿区共催 新宿区共催 ダンスプロジェクト2016

新宿区生涯学習フェスティバル2016連携事業 新宿区生涯学習フェスティバル2016連携事業

新宿区生涯学習フェスティバル2016

新宿文化センターでステージパフォーマンス！ 出演参加団体募集

無料

無料

あなたも大ホールの
舞台に！

バッティストーニ 国内初
ヴェルディ「レクイエム」

Web

http://www.jfmga.com
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/


4

多文化多文化
問合せ・外国人相談コーナー

（（6月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター13日（月）　／大久保スポーツプラザ20日（月）　／新宿文化センター14日（火）　／新宿歴史博物館13日（月）・27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6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉13日（月）　〈戸山･北新宿〉27日（月）　

問合せ 地域交流課  
Tel 03-3232-5121　Fax 03-3209-1833
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

学  習学  習 問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839

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電話番号
⑤年齢
⑥性別

52
円

記載例

※ 出張レガスポ！・夏の短期レガスポ！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

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。
・�講座・イベントの参加にあたっては、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。
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For more information: in Japanese: 
Regional Exchange Division 03-3232-5121　
English: 03-5272-5060

咨询电话：

日语：地域交流课　03-3232-5121

汉语：03-5272-5070

문의：

일본어：지역 교류과　03-3232-5121

한국어：03-5272-5080
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Japanese Speech Contest for 
Non-Japanese People 

“Shabereon '16”
People from other countries who are studying 
and living in Japan will speak about their own 
experiences and thoughts in Japanese. Come 
enjoy the passionate speeches.
Date and time:�June�18�(Sat)�12:30p.m.�to�5:00p.m.
Location:�3F�2ndHall,Shinjuku�bunka�Center�(6-14-
1�Shinjuku)
Fee：Free
Co-hosts:�Tokyo�Shinjuku�Higashi�Lions�Club
　　　　　Tokyo�Sumidagawa�Lions�Club　
Backing:�Shinjuku�City
To�join,�simply�come�on�the�day�of�the�event.

外国人日语
演讲比赛

「演讲之音16」
在日本学习和生活的各位外国人畅谈

日本自己的体验和想法，请您尽情欣

赏这热情洋溢的演讲。

时间：6月18日(星 期 六)中 午12点30

分〜下午5点00分

地点：新宿文化中心-3 楼小礼堂

　　　（新宿6-14-1）

费用：免费

联合主办：东京新宿东狮子会

　　　　　东京隅田川狮子会　

赞助：新宿区

申请： 请于当天直接来会场即可。

외국인 일본어 스피치 
콘테스트
 ‘샤베레온 2016’ 
일본에서 공부하며 생활하고 있는 외국인들이 

자신의 체험과 생각을 일본어로이야기합니다. 

열띤 스피치를 기대해 주십시오.

일시： 6월 18일(토)　12시 30분~17시00분

장소: 신주쿠문화센터 3층 소홀

　　  (신주쿠6-14-1)

요금: 무료

공동개최: 도쿄신주쿠히가시라이온즈클럽 

　　　　  도쿄스미다가와라이온즈클럽　

후원: 신주쿠구

신청：�당일개최장소로직접오시기바랍니다.

消 費 者 講 座 新宿消費生活センター委託講座 無料

いま知っておきたい「マイナンバー制度」
～どんな時に必要なの？個人情報は守られるの？～
社会保障、税、災害対策などの行政手続で運用が開始となったマイナンバー。
その制度の基礎知識を学ぶとともに、そのメリットや知らないがために遭う可能性の
あるトラブルへの対処法などを、お話しします。
日時：6月25日（土）10:00～11:30　会場：新宿文化センター　4階第1会議室
講師：嶋田実名子(個人情報保護委員会　委員)
定員：40名（多数抽選）　※区内在住・在勤・在学の方優先
申込み：�6月15日(水)必着。往復はがきに記載例（下段）のとおり記入し、新宿文化センターへ。

～日本文化・再発見～
2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会開催に向けて、日本文化の魅力を体験する全6回の講
座です。茶の湯や和菓子作りの体験を通じて、おもてなしの心・和の心を身につけませんか。

日にち 時間 会場 内容 講師
7月2日（土）

14:00～16:00

新宿文化センター　
4階和会議室

茶の湯
体験教室

新宿区�
花道茶道協会

7月23日（土）
8月6日（土）
8月27日（土）
9月10日（土）

9月17日（土） 新宿消費生活センター分館
（高田馬場1-32-10）

和菓子職人
体験教室 ㈱大角玉屋

定員：20名（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先　料金：全6,900円（材料費込み）　共催：新宿区
申込み：6月11日（土）必着。往復はがきに記載例（右記）のとおり記入し、新宿文化センターへ。

ディスカバリー ! NIPPON
ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

Web

Web

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（右記）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

Web

既存のダンススタイルにとらわれない自由な発想と、日常の身振りや踊り手の
個性を活かしたオリジナリティ溢れる振付手法で、ダンス公演のみならず演劇
作品やTV・CM、ミュージックビデオの振付・出演など、幅広いジャンルで活
動する井手茂太のワークショップが実現！
日時：8月6日（土）�①14:00～16:00　②18:00～20:00　講師：井

い
手
で
茂
しげ
太
ひろ
�

会場：新宿文化センター　小ホール　料金：［一般］3,000円　［新宿区民割引］2,800円
対象：18歳以上（高校生不可）　各回25名（多数抽選）　※『ダンス歴無し』の方も申込み可
申込み：�7月6日（水）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より。

井手茂太ダンス
ワークショップ

区民割引あり

Web

ダンスプロジェクト
2016

（公財）新宿未来創造財団　常勤職員募集
職種：一般事務　採用予定数：若干名
受験資格：学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した方

　（平成28年9月までに卒業見込みの方を含む）
採用年月日：平成28年10月1日　勤務場所：財団が管理運営する新宿区の施設
給与：�初任給約186,000円から　※職務経験等がある方は、規則の定めにより加算あり。�

この他、賞与、扶養手当、住居手当、通勤手当、資格手当等が支給されます。
定年制：60歳
勤務時間：週平均38時間45分勤務。土・日・祝日の勤務あり。4週間につき8日の休み。
休暇：年次有給休暇のほか、休暇制度あり。
社会保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険等に加入。
選考：�(1)�書類審査（作文審査あり）　(2)�(1)の合格者は、第一次試験（7月3日（日）、一般教養）

(3)�(2)の合格者は第二次試験（論文・面接・適性検査）へ。
申込み：�6月13日（月）必着。所定の申込書・作文（新宿コズミックセンター・大久保スポーツプ

ラザ・生涯学習館・新宿文化センター・新宿歴史博物館で配付、新宿未来創造財団
ウェブサイトからダウンロード可）を、新宿コズミックセンターまで持参または郵送。

問合せ：経営課　Tel 03-3232-７７０１

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。

ⒸMina OGATA  

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

