
入場無料

子ど
もたちの元気と夢で創造！

3/2（土）
10:00～16:00
（新宿コズミックセンター受付：8:50～）
主催 公益財団法人新宿未来創造財団

いよいよ始まる！わくわく体験
開催日時
平成31年

場新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）、新宿ここ・から広場（新宿7-3-29）
対中学生までの子ども　※プログラムによっては参加年齢（学年）の制限あり。　※保護者同伴可。
￥無料。ただし、一部有料プログラムを同会場内にて実施。（ 事前申込のみのプログラム）
その他 �※�各プログラムへの参加には、参加証が必要です。最初にイベント総合受付コーナー（8:50開始予定）にて参加証を受け取っ

た後、各プログラムにご参加ください。（サッカー体験は各回開始30分前に直接会場へお越しください。）
※�整理券対象のプログラムおよび随時受付可のプログラムは、開催日前の事前申込の必要はありません。ただし、定員の
都合上、参加できない場合もあります。　
※�整理券対象のプログラム� 整理券 �は、当日整理券を配付（9:20頃から開始予定）します。整理券がない場合は参加できません。　
※�随時受付可のプログラムでも待ち時間が生じる場合があります。また、安全のため、整理券配付に準じた措置をとる場
合もあります。
※各プログラムの実施時間などは、変更となる場合があります。　
※参加者の不注意によるケガなどは参加者各自の責任となります。保険の適用はありません。　
※ペットを連れての入場およびプログラム参加はできません。　
※�当日、各施設の駐車場は使用できません。駐輪場にも限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

問公益財団法人新宿未来創造財団　子ども支援課　Tel�03-3232-5122

イベント当日までの最新の情報は、
新宿未来創造財団ウェブサイトにて
ご確認ください。

  2階　大体育室  

  2階　大体育室  

  1階　ロビー  

出迎え恐竜現る！
「子どもフェスタにようこそ」

自由 � 規制

  1階　ロビー  

プロジェクションマッピング
「壁の向こうは　恐竜の世界」

自由 � 規制

らんま先生の
eco実験パフォーマンス
～世界一の大型空気砲を目撃しよう～
自由 � 規制

うきうき♪
シャボン玉オンステージ
自由  規制

コズミックロビーでティラノサウルス
とトリケラトプスが来場者をお出迎え。
時 10:00～15:30
（ただし、調整などのため休憩有り）

協力（株）ココロ

新宿コズミックセンターの壁が壊れると、そこには恐竜の世界が
広がっていた!　壁のむこうに広がる世界を目撃しよう。
時 10:00～16:00（ただし調整などの時間あり）
協力（株）アシュラスコープインスタレーション

環境パフォーマーらんま先生が今年も新宿コズミックセンターに
登場！　今回は世界一の空気砲を見せてくれるよ。
時 11:00～11:45　協力 らんま先生（NPO法人eco体験工房）
�

テレビ番組でも活躍する日本のシャボン玉研究の
第一人者「杉山兄弟」がトップレベルの技を見せて
くれるよ。
時①10:00～10:45　②12:00～12:45
協力 杉山兄弟
�

協力：恐竜くん 

  2階　大体育室  トークショー
「恐竜くんと学ぶ恐竜の
不思議講座」
自由  規制
恐竜研究家の「恐竜くん」と一緒に恐竜のいろいろな秘密を
探ってみよう。
時 14:30～15:15�

  1階　第1武道場   
恐竜くんイラスト教室
「目指せ！恐竜イラストレーター」

先着 � 規制
誰も見たことのない恐竜の姿は一体どのようにして描かれるのかな？
骨格図をもとに生き生きと恐竜を描いてみよう！
時①10:00～11:00　②13:00～14:00　各回10分前から受付
対 5歳程度～　定各回50名まで

協力 FVジャパン（株）� 　　（株）新宿高野� 　　三菱鉛筆（株）� 　　（株）ロッテ� �（五十音順）

初心者大歓迎！
体験しようサッカーの世界！
先着 � 規制

大学サッカー界の名門、早稲田大学の学生によるサッカー教室です。最
近サッカーに興味を持った初心者の児童も歓迎します。
時①10:30～　②13:30～　各回90分程度　
対 4歳～15歳　定各回30名まで　場新宿ここ・から広場（新宿7-3-29）
協力 早稲田大学ア式蹴球部�
※各回30分前から、新宿ここ・から広場多目的運動広場にて受付。なお、
このプログラムには、新宿コズミックセンターのイベント総合受付コー
ナーで配布する参加証なしでも参加できます。

新宿ここ・から広場案内図

新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）案内図 大久保通り
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発行者：公益財団法人新宿未来創造財団　子ども支援課　平成31年2月20日発行　〒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�03-3232-5122（子ども支援課）�Fax�03-3209-1833���



整理券 �当日整理券を配布します　 先着 �先着順　 規制 �大人数の場合規制あり　 自由 �観覧自由　
事前申込のみ �事前申込が必要。詳しくは「Oh!�レガス新宿ニュース」1月5日号1面参照。　 有料 �有料
※随時受付のプログラムは混雑時にはお待ちいただく場合あり

事務所 総合
受付

B1～3F
エレベーター

玄関前広場

第2武道場
（木床）

弓道場

第1武道場
（畳）

大恐竜模型

WC

WC

吹き抜け
大会議室

小会議室

B1～3F
エレベーター

WC

小体育室

プール
受付

WC

WC

多目的ひろば

幼児体育室
ロビー

プール

B1～3F
エレベーター

赤十字防災スクール
もし災害が起きたときにできることはどんなことでしょう。みん
なで考えて、実際にやってみよう。
時①10:00～11:00　②11:15～12:15　③13:30～14:30　
④14:45～15:45　※入室は各10分前から　対 6歳～12歳程度
定各回30名まで　協力 日本赤十字社東京都支部� 先着 � 規制

医療体験にチャレンジ！＠東京女子医大
医療面接の寸劇とシミュレーション機器をつかった医療シミュ
レーション体験を行います。医師の世界をのぞいてみよう。
時①10:00～　②11:00～　③13:30～　④14:30～　
各回60分程度。入場は9:30より可　対 6歳～　定各回40名まで　
協力 東京女子医科大学� 先着 � 規制

フラワーアレンジメント体験
～タッセルコサージュをつくろう～
時 ①10:00～　②11:00～　③13:00～　④14:00～　⑤15:00
～　各回30～40分程度　対小学生～　定各回6名まで　
￥ 500円　 協力（株）東京堂� 　 有料 � 事前申込のみ

コップギターをつくろう
コップギターをつくりながら音の不思議を楽しもう。
時 随時受付可。ただし、進行の都合によりお待ちいただく場合
もあります。1回20分程度　対 4歳～12歳　
定 1回12名まで　協力 東工大ScienceTechno� 規制

つくって！学んで！越後の心「十分杯」！
新潟県長岡市の不思議な伝統工芸品「十分杯」を身の回りの物を
つかってつくってみよう。
時 随時受付可。ただし、進行の都合によりお待ちいただく場合
もあります。1回20分程度　対 6歳～12歳　定 1回15名まで
協力 長岡技術科学大学TEC� 規制

算数ランドにおいでよ！
～さわって学んで楽しもう～
コイン取りゲームや石取りゲームの算数パズルゲーム、多面体
組立ブロック、曲がった鏡などを実演します。
時随時受付可（ただし、進行の都合によりお待ちいただく場合も
あります）。1回15分程度　対小学生～　定 1回12名まで
協力 東京理科大学サイエンスコミュニケーションサークル�chibi�lab.　 規制

ウニの殻でランプづくり
時①10:00～11:00　②11:00～12:00　③13:15～14:15
④14:15～15:15　対小学生　定各回30名まで　￥ 1,000円
協力 KOKOPELLI＋� 有料 � 事前申込のみ

スライムづくりコーナー
人気のスライムづくりコーナーが子どもフェスタに登場
時随時受付可（ただし、調整などのため休憩有り）。
最終受付15:30
対 4歳程度～　定 1回2～3名まで　 規制

LaQ博士とLaQであそぼう！
LaQパーツを使って簡単なモデルをつくって楽しもう。
時随時受付可（休憩時間有り）最終受付15:30　※LaQ博士のショーと恐竜モデル製作
は①11:10～12:10　②14:10～15:10の先着順です。　対 3歳～　定 1回20名まで
協力 ヨシリツ（株）　 規制 �※ただし、ショーと恐竜モデル制作のみ� 先着

恐竜くんと描く「目指せ！恐竜イラストレーター」
※詳しくはオモテ面をご覧ください。� 先着 � 規制

出迎え恐竜現る！
「子どもフェスタにようこそ」
※詳しくはオモテ面をご覧ください。� 自由 � 規制

プロジェクションマッピング
「壁の向こうは　恐竜の世界」
※詳しくはオモテ面をご覧ください。� 自由 � 規制

探検しよう！ レンズで広がる世界
人間が見える世界を広げるレンズの不思議をのぞいてみよう。
時 ①10:00～11:00　 ②11:00～12:00　 ③13:15～14:15　 ④
14:15～15:15　対小学生～　定各回20名まで　
協力 東京大学サイエンスコミュニケーションサークル�CAST　� 先着 � 整理券

わくわく！ライブペインティング！
プロイラストレーターによるライブペインティング。
ぜひその目でプロの技を感じてください！
時 13:00～14:00　協力 宝塚大学東京メディア芸術学部
� 自由 � 規制

ロボットステージ
小さなロボットたちのパフォーマンスショー。
時①10:00～10:30　②12:30～13:00　③15:15～15:45
協力 ロボットゆうえんち� 自由 � 規制

小型ロボット操縦体験コーナー
小型ロボットを操縦してサッカーのゴールを決めたり、
ドローンのような映像を撮ったりしてみよう。
時随時受付可（休憩時間有り）1回3分程度　
最終受付15:30　対 5歳程度～　定 1回1名ずつ　
協力 ロボットゆうえんち� 　 規制

宇宙飛行士のブルースーツ試着体験
宇宙飛行士が訓練で着用するブルースーツ（レプリカ）を試着し
てみよう。
時随時受付可（休憩時間有り）1回5分程度。最終受付15:30
対 小学生～　定各回2名まで　協力（公財）日本宇宙少年団　 規制

古新聞で遊ぼう！
新聞紙を使って、紙鉄砲・兜づくり・新聞紙スリッパ・紙飛行
機をつくって遊んでみよう。
時随時受付可（休憩時間有り）1回10分程度　対 10歳程度～　
定 1回20名まで　協力 新宿区新聞販売同業組合� 規制

ユーチューバーになってみよう
スライムづくりの実験をテーマにしてユーチューブ向けの紹介
動画をつくっちゃおう！　※スマートフォンまたはタブレット要
持参、アプリのインストールあり
時①10:00～　②10:45～　③11:30～　④13:10～　⑤13:55～
⑥14:40～　⑦15:25～　1回35分程度　
対小学生（小学1・2年生は要保護者同伴）　
定各回20名まで　協力 文花Lab� 先着 � 整理券

新宿高野の販売員になってみよう！
地元新宿の名店「新宿高野」のプロの販売スタッフさんから接客
マナーや商品ケースの組み立て、包装を教わります。新宿高野
の販売スタッフさんになりきってみよう。
時①10:30～11:10　②11:30～12:10　③13:30～14:10
④14:30～15:10　対小学生　定各回12名まで　
協力（株）新宿高野� 先着 � 整理券

イラストを描いてオリジナル缶バッチをつくろう
好きな絵を描いて自分だけの缶バッチをつくってみよう。
時①10:00～10:45　②11:00～11:45　③13:00～13:45　④
14:00～14:45　⑤15:00～15:45　対 3歳～　定各回20名まで　
協力 宝塚大学東京メディア芸術学部� 先着 � 整理券

新宿の伝統工芸を体験！
絞り染めでオリジナルエコバッグをつくろう
新宿の伝統工芸・染物を体験してエコバッグを自分色に染めて
みよう。
時①10:00～10:30　②10:45～11:15　③11:30～12:00　
④13:30～14:00　⑤14:15～14:45　対 6歳程度～　
定各回15名まで　協力 新宿区染色協議会� 先着 � 整理券

木の家をつくろう
いろいろな形の木材を利用して、好きな形の家の模型をつくっ
てみよう。
時随時受付可（ただし、調整などのため休憩有り）1回40分程度
対小学生～　定 1回10名まで　
協力 NPO法人東京児童文化協会� 規制

デジタルカメラとあそぼう！
身近なデジタルカメラの仕組みを学びながら、最新技術も体験
してみよう！
時 随時受付可。各回30分程度。ただし、進行の都合により待ち
時間あり。　対小学4年生～　定 1回8名まで。　
協力（株）リコー� 規制

「かみてつ」をつくって走らせよう
時①10:00～11:30　②12:40～14:10　③14:20～15:50
対小学生　定各回20名まで　￥ 1,000円
協力 �八木澤優記（東京藝術大学デザイン科共創ルームディレク

ター／デザイナー）� 有料 � 事前申込のみ

宇宙兄さんズ参上！
Go to mars together！一緒に火星に行こう！
時①10:00～12:15　②13:30～15:45
対小学生～（小学1・2年生は要保護者同伴）　定各回40名まで
￥ 500円　 協力（公財）日本宇宙少年団� 有料 � 事前申込のみ

うきうき♪シャボン玉オンステージ
※詳しくはオモテ面をご覧ください。� 自由 � 規制

恐竜くんと学ぶ 恐竜の不思議講座
※詳しくはオモテ面をご覧ください。� 自由 � 規制

らんま先生のeco実験パフォーマンス
～世界一の大型空気砲を目撃しよう～
※詳しくはオモテ面をご覧ください。� 自由 � 規制

  2階 多目的室  

パソコンを解体してみよう！
時①10:00～11:10　②12:30～13:40　
③14:00～15:10

対小学生　定各回16名まで。　￥ 1,000円
協力 野

ところ

老実験クラブ� 有料 � 事前申込のみ

  3階　小会議室  

3F

1F

B1F

  2階　大体育室前  

  1階　ロビー  

  地下1階　小体育室  

  地下1階　幼児体育室  美容師さんに教わる　ヘア・メイク・ネイル
ヘア・アレンジ、メイク、ネイル3つの中から選んで、美容師の
お仕事を楽しく体験してみよう！
時①10:00～　②11:00～　③13:30～　④14:30～　
各回60分程度　対 6歳～　
定 3種別（ヘア・アレンジ、メイク、ネイル）ごとで各回5名まで　
協力 学校法人日美学園　日本美容専門学校� 先着 � 整理券

  地下1階　多目的ひろば  

  1階　第1武道場  

  1階　第2武道場  

新宿コズミックセンター会場のご案内

入場無料

子ど
もたちの元気と夢で創造！

3/2（土）

2F

※ ペッパーは、ソフトバンクロボティクスの
Pepperを活用し、（株）生活革命が独自
のシステムにて実施しています。

B1〜3F
エレベーター

10:00〜16:00 問新宿未来創造財団　子ども支援課　Tel�03-3232-5122

ロビー

多目的室
大体育室

廊　下

WC

ロビーには
ペッパーもいるよ

  3階　大会議室  

  2階　大体育室  


