
未来のアイデア、見つかります 

毎年恒例のレガスまつりでは、「レきし」「ガくしゅう」「スポーツ」
　　　　　など、様々なジャンルの体験コーナーやステージ発表が
　　　　　もりだくさん！　新宿で暮らし、活動しているあなたの、
　　　　　  新しい趣味や興味のきっかけを、見つけに来ませんか？

4 8
sat

9：30～

新宿コズミックセンター

約5分

大久保スポーツプラザ

約20分

新宿歴史博物館

約15分

新宿文化センター

約15分

新宿コズミックセンター

よしもとの
若手芸人さ

んと

巡る

よしもとの
若手芸人さ

んと

巡るレガス  まつり
特別無料巡回バス

レガス  まつり
特別無料巡回バス

レガス  まつり
特別無料巡回バス

レガス  まつり
特別無料巡回バス

各発
時間

新宿
コズミック
センター

大久保
スポーツ
プラザ

新宿歴史
博物館

新宿文化
センター

9時 15　　45　　 25　55 15　45 30
10時 15　　45　　 25　55 15　45 00　30
11時 15　　45　　 25　55 15　 　 00　30
12時 　45　　 　55 15　45 　30
13時 15　　　　 　  25　 　 45 00　 　
14時 15　　45　　 25　55 15　45 00　30
15時 15　　45　　 25　55 15　45 00　30
16時 15○　45○★ 15　45 00　30
17時 15○★ 　　　  00　 　
※乗車定員を超える場合は、次の便のご案内となります。
※交通状況により、運行に遅れが生じる場合があります。
※○印の便は大久保スポーツプラザには停車しません。
※★印の便は新宿歴史博物館止まりです。（最終入館は17:00）

新宿コズミックセンター　Tel 03-3232-7701
　 プラネタリウム、いけ花・抹茶体験、ステージパフォーマンス、 

花苗配布など
大久保スポーツプラザ　Tel 03-5285-1477
　落語、硬式テニス、バブルスーツ体験、花苗配布など
新宿文化センター　Tel 03-3350-1141
　避難訓練コンサート、落語会、ワセオケコンサート
新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131
　展示観覧無料、星ノートづくり、れきはくジャズコンサートなど
日時：４月8日(土)　9:30～
会場：新宿コズミックセンター、新宿文化センター、新宿歴史博物館、

大久保スポーツプラザ、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

協賛： FVイーストジャパン（株）、（株）ジャパンビバレッジ、 
（株）韓国広場

問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

イベント会場

オ
ス

スメコー
ス



新宿コズミックセンター
(大久保3-1-2)　
Tel 03-3232-7701

会場 内容 参加形態 企画・協力
８F　
プラネタリウム

イージーリスニング♪星空CDコンサートと春の星空解説　入場無料　
11:00～モーニングなミュージック　14:00～アフタヌーンなミュージック 体 レガス☆プラネタリウムボランティア

※受付は開演30分前
５F　中研修室 東洋医学でいきいき健康生活　公開講座＆体験コーナー 体 (公社)東京都鍼灸師会新宿支部
３F　大会議室 本物のダーツにチャレンジ ! 体 新宿ダーツアミティ 人材バンク
３F　小会議室 健康に関する講習『ちょっと聞きたい体の悩みをお医者さんが解決！』 体 Dｒ.TAKAウェルネスラボ　栗原隆ウェルネスクリニック

２F　大体育室

耐震診断・耐震補強の相談受付、アンケート実施と啓発グッズの配布 展 新宿区都市計画部防災都市づくり課
”NPO”ってなーに?　NPO団体の活動紹介パネル展示 展 （一社）新宿NPOネットワーク協議会
中高年のための一般教養講座の活動紹介 展 きのえね会
ユニカール体験 体 新宿区ユニカール協会
体力テスト＆ボッチャ体験 体・展 新宿区スポーツ推進委員協議会
自然物であそぼう、防災プログラム　12:00～ 体・展 野外教育事業所ワンパク大学
伝統木造建築の木組みの取り外し、組み立て体験 体 木組み博物館(新宿ミニ博物館)
自然素材を使った工作体験、商品の販売 体・売 グリーンカルチャー
七五三きもの着用体験、手作りコーナー (髪飾り) 体・売 NPO法人日本文化支援普及協会
疑似お見合い、結婚・婚活クイズ、「花嫁の手紙」テスト 体 ブライダルサロン 家族くらぶ 人材バンク
ストレスチェックとセルフケアの紹介 体 ストレスケアサロン 相談室 満
占い、雑貨販売 体・売 天蠍宮　サロン・ドゥ・スコーピオン
ハワイアングッズ販売、ハワイアン小物・リボンレイのワークショップ 体・売 やさしいフラ

「乗除のいみ」の説明、図形の教具と万華鏡を作ろう 体 数学教育研究会
ソープカービングワークショップ　料金：500円、ソープカービング作品の販売 体・売・料 わんぷっと
七五三の夏の前撮りご案内、イメージキャラクタートナチンのグッズ販売 展・売 フォトスタジオビレット/新田写真
布小物の販売 売 ANJI
全日本少林寺気功協会による体験教室　12:15～13:15 体 全日本少林寺気功協会
カポエィラ・テンポによる体験教室　14:30～15:30 体 カポエィラ・テンポ
ウォーキング活動の紹介、背当てづくり体験　料金：500円 体・展・料 NPO法人新宿区ウオーキング協会

大体育室　パフォーマンスステージ

  9:45～10:00

発

Step by Step
10:00～10:30 牛込一輪車クラブ
10:30～10:50 西戸山トワラーズ
10:50～11:20 四谷フラダンスの会
11:20～11:50 全日本少林寺気功協会
11:50～12:20 やさしいフラ
12:20～13:00 ひまわり
13:00～13:30 レガスポ！フラガールズ
13:30～14:10 東京マジック倶楽部
14:10～14:30 ワールドダンス
14:30～15:00 世界の音楽会

２F　多目的室

いけ花体験教室　①11:00～　②13:30～
事前申込制(当日空きがある場合のみ参加可) 体・料

新宿区花道茶道協会抹茶でホッとひと息　抹茶体験　
①10:30～12:00　②13:30～15:00（各先着100名）　料金：300円 体・料

２F　
ロビー・廊下

生涯学習館の活動紹介 展
（公財）新宿未来創造財団新宿区生涯学習指導者・支援者バンク制度＆地域人材ネットの紹介 展

新宿青年教室の活動紹介 展
アロマハンドマッサージ、終活相談、団体活動についての案内 体・展 終活サポーターズ 人材バンク

１F　弓道場 弓道体験会　①10:00～12:00　②13:00～15:30(受付は15:00まで)
対象：中学生以上、靴下着用(素足厳禁) 体 新宿区弓道連盟

１F　ロビー

オープニングセレモニー   9:30～ 発 （公財）新宿未来創造財団

ロビーコンサートinレガスまつり

  9:45～10:15

発

桜中会
10:15～10:45 昭和ロマンを楽しむ会
10:45～11:15 クロマチック・新宿合奏団
11:15～11:45 スコットホールゴスペルクワイヤー
11:45～12:15 新宿えのき合唱団

ロビーステージ

12:30～13:00

発

かっぽれ新宿駒乃会
13:00～13:30 ナーマヌホオヘノ　イカラ―
13:30～14:00 SDC
14:00～14:15 カポエィラ・テンポ
14:15～14:45 藤貴会
14:45～15:15 レッツフラ

4月8日（土）9：30〜
弓道場、第一･第二武道場……各プログラム終了後～21:45
プール……各プログラム終了後～21:45 

プール注意事項　※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名に対して、子ども2名まで
入場可）。※オムツが取れた幼児から利用できます。※安全上、混雑
時は入場制限を行います。

スポーツ施設無料開放無料—入退場自由

よしもと芸人くまだまさしが
新宿コズミックセンターに

やって来る！



会場 内容 参加形態 企画・協力

1F　ロビー

カレーパンの販売 食 男子厨房に入ろう会
そば打ち実演、そば販売(先着200パック)、そばつゆ・農産物の販売 売 群馬県沼田市
内藤とうがらし商品の販売、PR 売 新宿内藤とうがらしプロジェクト
クッキー、パウンドケーキの販売 食 デュマン　新宿第２あした作業所
新宿区内福祉作業所の手づくり商品の販売 食 (公財)新宿区勤労者・仕事支援センター

玄関前広場
塩レモン唐揚げ、クラムチャウダー、季節野菜のキッシュ など 食 Yee Dining
焼きそば、おしるこの販売 食 健康倶楽部チアーズ
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～ (先着100名) 配 レガスガーデニングクラブ

1F　
第一武道場

小学校放課後子ども
ひろばの楽しさを紹介

ファンルーム 体

(公財)新宿未来創造財団

プラバン 体
キャンディーブローチ 体
アイロンビーズ 体
頭脳スポーツ(囲碁・将棋・百人一首・どうぶつしょうぎ) 体
工作 体
ひろばあそび（マンカラ・ステンドグラス） 体
わなげ 体

1F　
第二武道場

LaQであそんじゃおう！ 体 ヨシリツ（株）
がちゃがちゃに入れる自分のたからものを作ろう　9:30～12:00 体 CCAAアートプラザ
楽しく学べる光と空気のショー　9:30～12:00 体 東工大 Science Techno
身のまわりの科学〜ダイラタンシー現象を体験しよう〜 など　
9:30～15:30（昼休憩あり） 体 東京理科大 サイエンスコミュニケーションサークル 

chibi lab.
木の工作〜木片を使っておうちや乗りものをつくろう〜　13:00～15:30 体 NPO法人東京児童文化協会
ダブルダッチパフォーマンス＆なわとび教室　
①13:00～14:00　②14:00～15:00 体 体育指導のスタートライン

B1　
幼児体育室

手遊び、絵本、紙芝居、パネルシアター　
①11:00～12:00　②13:30～14:30 体 新宿よむよむ会

B1　
多目的広場

ラフターヨガ、クリスタルボウルの演奏　9:30～11:00 体 楽笑クラブ新宿＆玉響の会
やってみよう！のってみよう！一輪車乗車体験コーナー
①11:15～　②13:00～　③14:00～　各回40分間　
対象：幼児～大人　20名

体 牛込一輪車クラブ

B1　小体育室

社交ダンス　レッスン＆パーティー　１人でも参加できる楽しいダンスです！
①レッスン　10:00～11:00　②パーティー　11:00～12:00　
※室内運動靴持参

体 新宿区ダンス
スポーツ連盟

プロの技を体感！現役フットサル選手・永井義文さんによるフットサルクリニック
ドリブルテクニック　①12:30～12:50　②12:50～13:10　③13:10～13:30
リフティングテクニック　①13:50～14:10　②14:10～14:30　③14:30～14:50
ミニフットサルゲーム　15:10～15:30　※室内運動靴持参

体
（株）よしもと
クリエイティブ・
エージェンシー

B1　プール 浮輪で遊ぼう！　コズミック浮き浮きパニック2017　9:00～11:00
※水着・水泳帽をご着用ください 体 (公財)

新宿未来創造財団

屋外
プログラム

レガスまつりと桜めぐりウォーク　 
受付8:40～9:00　12:00頃解散予定　料金：400円
新宿コズミックセンター（スタート）～新宿歴史博物館（ゴール）　　　

体・料 NPO法人
新宿区ウオーキング協会

大久保スポーツプラザ
(大久保3-7-42　新宿中継・資源センター3階)　
Tel 03-5285-1477

会場 内容 参加形態 企画・協力　　　　　　　
3F　
テニスコート

硬式テニスを楽しもう！　①9:30～12:00　②13:00～15:30　
各回約20名（要運動靴持参）　※雨天中止 体 新宿区硬式庭球連盟

3F　和室
落語 in 和室　特別編「落語入門講座」　出演：雷門音助（二ツ目）
①10:30～11:30（開場10:00）　②13:00～14:00（開場12:30）　
定員：各60名　料金：各300円

体・料 （公社）落語芸術協会

3F　
多目的ホール

みんなでバブろう！  〜バブルスーツで遊ぼう〜
①9:30～12:00　②13:00～15:30　 体 バブッサル

3F　ロビー

パンの販売　 食 高田馬場福祉作業所
フランクフルト＆ドリップコーヒー＆焼き菓子の販売　10:00～ 食 ぷっぷっぷっ
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　
10:00～（先着100名） 配 大久保ガーデニングクラブ

3F　
児童遊戯室 無料開放 体 （公財）新宿未来創造財団

展…展示　体…体験　　　発…発表　　　　　　　　　　 人材バンク …生涯学習指導者・支援者バンク登録者
売…販売　食…飲食販売　配…無料配布　料…有料　　
各プログラムは材料が無くなり次第また定員に達した時点で終了いたします。

バンク登録などの問合せ
地域交流課　Tel 03-3232-5121

B

A

B

B

日本フットサルリーグ（Fリーグ）

シュライカー大阪の主力選手と
して

活躍する、永井義文さんが登場！

©SHRIKER OSAKA



新宿文化センター
(新宿6-14-1) Tel 03-3350-1141

会場 内容 企画・協力 参加形態

大
ホ
ー
ル

避難訓練コンサート
開演中に災害が発生したと想定して避難訓
練に参加いただきます。訓練の後には再
び演奏をお楽しみいただけます。
13:30開演(13:00開場)
全席自由　入場無料

東京消防庁新宿消防署
東京消防庁音楽隊・
カラーガーズ隊

ホール
公演

小
ホ
ー
ル

新宿文化センター落語会
出演：桂伸三、春風亭昇々、
　　  桂竹千代、桂鷹治
17:30開演（17:00開場）　全席自由 1,500円

（公社）落語芸術協会
ホール
公演
料

大
ホ
ー
ル

ワセオケコンサート
曲目：シューベルト交響曲第7番『未完成』ほか
19:30開演（19:00開場）　全席自由 1,000円

早稲田大学交響楽団
ホール
公演
料

林芙美子記念館  (中井2-20-1) 
Tel 03-5996-9207

内容 参加形態
観覧無料　10:00～16:30（最終入館は16:00） 展
新宿歴史博物館刊行物の販売　特別価格の2割引で販売！
10:00～16:30 売

新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配
記念館ガイド　10:00～16:00 体
朗読会　①11:00～ ②12:00～ ③13:00～（各回20～30分程度） 体

佐伯祐三アトリエ記念館  (中落合2-4-21) 
Tel 03-5988-0091

内容 参加形態
アトリエガイド　10:00～16:00 体
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配
新宿歴史博物館刊行物の販売　特別価格の2割引で販売！　10:00～16:00 売

中村彝
つ ね

アトリエ記念館  (下落合3-5-7) 
Tel 03-5906-5671

内容 参加形態
アトリエガイド　10:00～16:00 体
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　10:00～（先着100名） 配
新宿歴史博物館刊行物の販売　特別価格の2割引で販売！　10:00～16:30 売
中村彝・佐伯祐三・林芙美子記念館3館めぐり　10:30～12:00

（10:30までに中村彝アトリエ記念館へ直接お越しください） 体

新宿歴史博物館
(三栄町22) Tel 03-3359-2131

会場 内容 参加形態

2F　講堂

れきはくジャズコンサート　12:00～13:00  体
春の講談　14:00～16:00（13:30開場）　
事前申込制（当日空きがある場合のみ入場可）
料金：1,000円

体・料

2F　会議室 星ノートづくり　10:00～15:00（先着30名） 体

1F　
ピロティ

勾玉づくり　10:00～15:00（先着100名） 体
新宿を花いっぱいに 　春の花苗無料配布　展示観覧
者へ春の花苗をプレゼント。10:00～（先着200名） 配

1F　
受付

新宿歴史博物館刊行物の販売　特別価格の2割引で販売！
9:30～17:30（最終入館は17:00） 売

2F　閲覧室 図書閲覧　9:30～17:30 展

B1

常設展示室 観覧無料　9:30～17:30（最終入館は17:00） 展

企画
展示室

協働企画展「新宿の高層ビル群ができるまで　塔の森クロニクル」
観覧無料　9:30～17:30（最終入館は17:00） 展

ギャラリートーク　13:00～13:30 展

ホワイエ

甲冑体験　10:00～15:00
甲冑・裃・町娘の衣装を体験できます。 体

れきはくカフェ　
10:00～（珈琲とお菓子がなくなり次第終了） 体

新宿文化センターまつり

春の落語三昧
落語を聴いたことがありますか？　入門講座から落語会まで、
一日で体験できます。各施設間の無料巡回バスも運行しています。

「落語に興味はあるけど、具体的にどうしたらいいかわからない！」と思って
いる人に、「落語の世界観」を、実演をまじえて初心者の方にもわかりやす
く説明いたします。
時間：午前の部　10:30～11:30（10:00開場）　

午後の部　13:00～14:00（12:30開場）　
会場：3F和室　　定員：各60名　
料金：300円（落語 in 和室の回数券は使えません） 　
解説演者：雷門音助（二ツ目）
　→無料巡回バスで移動　14:55発→
　　　　　　　　　   特別展「塔の森クロニクル」は 

この日に限り観覧無料！　　
　→無料巡回バスで移動　16:45発→

本格的な落語会をお楽しみいただ
きます。初めての方も、通の方もお楽しみいただけます。
時間：17:30開演　19:30終演予定

開口一番
落語：桂鷹治・春風亭昇々  

（仲入り） 
落語： 桂竹千代・桂伸三

会場：小ホール　先着210名　
料金：1,500円　
協力：（公社）落語芸術協会

お子さまと一緒に楽しむ
レガスまつり

小学生のお子さまと一緒に参加できるプランです。
新年度のはじめに、お子さまと「楽しい！」を見つけてみませんか？

子どもひろばでお馴染みの遊びやプログラムがコズミックにやってくる！
　→無料巡回バスで移動　12:45発→

どちらも先着順のためお早目に！
硬式テニスを楽しもう！　
時間：13:00〜15:30　
会場：3Fテニスコート

＼もう少し、足を伸ばしたいなら／
　→無料巡回バスで移動　15:55発→
　　　　　　　　　   特別展「塔の森クロニクル」は 

この日に限り観覧無料！　（最終入館は17:00)

オ
ス

スメコー
ス

A B

小学校放課後子どもひろばの楽しさを紹介
新宿コズミックセンター

大久保スポーツプラザ
落語 in 和室　特別編「落語入門講座」 

新宿文化センター　落語会

新宿歴史博物館

新宿歴史博物館

生まれる前の新宿や
新宿の秘密を
ノゾキに行こう！

大久保スポーツプラザ
お昼の後は、体を動かす？　初めての鑑賞教室？

落語入門講座　
時間：13:00〜14:00（12:30開場）　
会場：3F和室　定員：60名　
料金：�300円

（落語 in 和室の回数券は使えません） 

A B

A


