
みんなで走ろう in 国立競技場 

●�掲載情報は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、変
更等になる可能性があります。
●�施設利用やイベントへの参加
時は、マスクの着用、来館者
カードへの記入、ソーシャル
ディスタンスの確保、手指の
消毒、体温測定などの感染防
止対策にご協力ください。
詳しくは、財団ウェブ
サイトまたは各問合せ
先にご確認ください。

新型コロナウイルス
感染症対策について

　　　  新宿区在住・在勤・在学・在園（子ども園・保育園・幼稚園など）の方限定
2021.1. 24 sun

問新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会事務局
　（新宿未来創造財団）　Tel 03-3232-7701
　https://www.shinjukucity-halfmarathon.jp/

対 象

●エントリースケジュール
11月20日（金）～30日（月）　多数抽選　※抽選結果は、12月15日（火）ごろまでにご案内します
申インターネット（右記QRコード）および新宿コズミックセンター窓口受付（9:00～19:00）のみ

新型コロナウイルス感染症がいまだ収束の兆しを見せず、多くの方が心身ともに大きな負担を強いられています。
そのような中で例年どおり多くの方が参加するマラソン大会を開催することに対する不安は、完全には払しょくできません。
しかし、「大会を開催することで世の中が元気になるきっかけの一つにしたい」。
そのような思いで、大会の規模を縮小しつつも、新しいスポーツシンボルともいえる国立競技場を会場に、
公道を使用しないランニングイベントの開催を決定しました。ハーフマラソン・１０ｋｍは中止となりますが、
新宿区民のみなさまが走ることを楽しみ、元気を発信できるような、ランニングイベントを行います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については万全の体制で臨み、
多くのスポーツ活動の模範となるような大会となることを目指します。
参加者をはじめ、関係するみなさまのご理解・ご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。

ⒸJAPAN�SPORT�COUNCIL

スポーツの力で世の中を元気にしたい。

対　象 種　目 実施時間（予定） 参加料 定　員
一　般 男子・女子

3000ｍ 9:00～10:15
2,000円 60名

中学生 男子・女子

1,000円

30名

小学生
1～3年生  男子・女子

50ｍ 10:15～10:50 72名
1000ｍ 12:30～13:00 60名

4～6年生  男子・女子
100ｍ 10:50～11:30 72名

2000ｍ 13:00～14:40 120名
※すべてタイムレースとし、小学生は学年および男女別に順位を決定します

●トラック競技会 ●ファンラン
対　象 種　目 実施時間（予定） 参加料 定　員

ファミリーリレー 小学生以上　（4人1組）
※小学生が2人以上とする 4×100ｍ 14:40～15:20

4,000円
36組

マイルリレー 中学生以上　（4人1組） 4×400ｍ 15:20～16:00 27組
ひよこ 未就学児＋保護者（2人1組） 42.195ｍ 10:15～11:30 1,000円 400組

※リレーは記録証のみ交付（順位なし）。ひよこは完走証のみ交付

注意事項
①  エントリーにあたっては、大会ウェブサイトまたは新宿コ

ズミックセンターなどで配布の募集要項をよくご確認く
ださい。

②  今後の社会情勢によって、大会を中止にする場合もありま
す。その場合、参加料は返金できません。

③  新型コロナウイルス感染症対策については、（公財）日本陸
上競技連盟の新型コロナウイルス関連ガイダンスに則っ
て運営します。

④  大会当日は、会場への入場者数や滞在時間を制限します。
また、来場者は全員、体調管理チェックシートの記入およ
び提出が必要となります。
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            マークが
ついているイベ
ントは、右記QR
コードからもお申
し込み可能です！

20日号20日号11 20 号日月www.regasu-shinjuku.or.jp

お知らせi 新宿未来創造財団公式アカウントです。イベントの情報などを発信しています。いいね！やフォローをお願いします。

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和2年11月20日 第237号　次号は12月5日発行です。　〒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
出張レガスポ！TOPICS 2面 新宿力パワーアップ講座3面 4面 四谷スポーツスクエアの紹介

 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。

https://ansapo.jp/semi/1410


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
。

子供の結婚でご心配な親御様、無料相談！
身元確かな方との一日も早い結婚をサポート！
ブライダルスワン☎5962-7704片山

オンライン可/ロシア/スペイン/フランス語
漢文/英会話/英語でパソコン/NHK講師他
60〜80代クラス有WING080（7110）5309¥1500〜

レ ガ ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

レガスパークのお申し込み

//www.regasu-shinju
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このスペースへのご掲載は
右のQRコードから
お申し込みいただけます。

初級卓球教室（1月分）
すべての時間帯が、初心者や初級者向けの教室です。
日令和3年1月7日・14日・21日・28日のいずれも木曜日
　〔午前クラス〕9:30〜11:00　〔夜間クラス〕19:00〜20:30	
場新宿コズミックセンター　2階大体育室
対区内在住・在勤の高校生以上で全回参加できる方（初めての方優先）　定 8名（多数抽選）
￥ 2,000円　※事前振込制　締 12月10日（木）
申 	 に記載例（3面）のほか、卓球経験を記入し、新宿コズミックセンターへ。
　新宿コズミックセンター窓口での申し込みも可。　 WEB	
※当選者にのみ、締め切り後2週間程度でご案内を郵送します

協力新宿区卓球連盟　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

初心者フットサル教室（第3期）
ボールの蹴り方、止め方などの基本をていねいに指導します。フットサルが初めての方、
女性の参加者も大歓迎です。みんなで一緒に楽しくプレーしましょう。
日 	令和3年1月8日〜3月12日の毎週金曜日　20:00〜21:30　全10回
場新宿コズミックセンター　2階大体育室
対区内在住・在勤・在学の高校生以上の方　定 15名（多数抽選）
￥ 5,100円　※事前振込制　締 12月4日（金）
申 に記載例（3面）のほか、区内在勤・在学の方はその名称・所在地　
　を記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB	
※当選者にのみ、締め切り後2週間程度で参加案内を郵送します

協力新宿区サッカー協会　問スポーツ・マラソン課　Tel	03-3232-7701

対高校生以上の方（区内在住・在勤の方優先）　※ 1 は男性限定　
定 1 2 5 〜 8 15名・3 4 20名（多数抽選）　※最少催行13名
￥ 5,100円　※事前振込制　締 12月4日（金）

申 		 に記載例（3面）のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。新宿コズミックセンター窓口での
申し込みも可。　 WEB	　※当選者にのみ、締め切り後2週間程度でご案内を郵送します

問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

リラクゼーションヨーガ5
水曜／夜のコース

7 筋力アップリズム体操
金曜／午後のコース

筋トレでなりたい身体を手に入れよう
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	令和3年1月6日〜3月10日の毎週水曜日
　19:15〜20:15　全10回
場 3階和室　講 Hikari　
持ち物 	ヨガマットまたはバスタオル

一日の終わりに心と体の疲れを取り除く
ヨーガの正しいポーズと呼吸法を学び、凝り
固まった腰や肩回りなど、全身の筋肉と心を
ほぐしましょう。
日 	令和3年1月6日〜3月10日の毎週水曜日
　20:20〜21:20　全10回
場地下1階多目的広場　講今田智子　
持ち物 	ヨガマットまたはバスタオル

リズムに合わせて心と身体を元気に♪
足腰に負担をかけない、いすを使ったエクサ
サイズです。運動不足を感じている方、スト
レス発散したい方、初めての方でも安心して
参加いただけます！
日令和3年1月8日〜3月12日の毎週金曜日
　12:45〜13:45　全10回
場 2階多目的室　講岡田由記子
持ち物 	室内用運動靴

身体の構造に基づいたボイスノウハウを学ぶ
～ミュージカル編～
高音、低音の発声ポイントを習い、課題曲を
練習します。発声のコツをつかみ、歌唱力
アップを目指しましょう！　
日 	令和3年1月6日〜3月10日の毎週水曜日
　14:00〜15:00　全10回
場地下2階多目的ホール　講 Chie
持ち物 	室内用運動靴

姿勢改善！ 特許ゴムバンドでストレッチ
こわばった身体をグイーッと気持ちよく伸ばし
てコリや血流を改善します。可動域が広がっ
て、姿勢もキレイに、疲れにくい身体に★
日 	令和3年1月5日〜3月23日の毎週火曜日
（1月12日、2月23日を除く）	
19:05〜20:05　全10回

場地下2階多目的ホール　講 chiyo　
持ち物 	ヨガマットまたはバスタオル

動きのあるヨガで代謝アップ！
ダイナミックなポーズやハードな動きが多い
パワーヨガ。有酸素運動のように呼吸を深
め、動と静の動きを連動させながら代謝をあ
げていきます。
日令和3年1月6日〜3月10日の毎週水曜日
　19:30〜20:30　全10回
場 2階レクリエーションホール　講足立かおり
持ち物 	ヨガマットまたはバスタオル	

身体のゆがみを正し健康増進！「何となく不
調」にお悩みの方に！
骨盤周りのインナーマッスルを効果的に鍛え
ます。老若男女問わずどなたでもご参加いた
だけるプログラムです。
日令和3年1月7日〜3月18日の毎週木曜日
　（2月11日を除く）　14:15〜15:15　全10回
場地下1階多目的広場　講長友珠紀　
持ち物 	ヨガマットまたはバスタオル

冬こそダンスをはじめてハツラツな毎日を★
インド映画といえば華麗なボリウッドダンス
シーン。
陽気な音楽に合わせ、インド独特のコミカル
なミュージカルダンスを踊りましょう。
日令和3年1月9日〜3月13日の毎週土曜日
　10:45〜11:45　全10回
場地下1階多目的広場　講セルツァー正美
持ち物 	室内用運動靴

短期スポーツプログラムを
お近くの施設で！ 新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

コズミックセンター
短期スポーツプログラム

　	男性限定筋トレ　
in	大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）
水曜／夜のコース

1 　	笑顔になるボイストレーニング
in	四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）

				美めぐりストレッチ
in	四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）

水曜／午後のコース

火曜／夜のコース

3

4 ペルビックストレッチ6 はじめての
ボリウッドダンス
土曜／午前のコース

8

水曜／夜のコース

2				脂肪燃焼パワーヨガ
in	住吉町生涯学習館（住吉町13-3）

木曜／午後のコース
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健康ウォーキング情報康歩 く り歩 健一 づ一 、 対どなたでも　定なし　申不要。当日受付時間内に直接集合場所へ。　※雨天決行
その他 	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。飲み物・帽子・

雨具などは各自ご用意ください。

日 12月16日（水）　受付	14:30〜14:50（解散	17:30頃予定）
集合新宿高島屋　JR口2階（渋谷区千駄ヶ谷5-24-2）　最寄駅：JR各線「新宿駅」新南改札
解散東京駅（千代田区丸の内１丁目）		最寄駅：JR各線、東京メトロ丸ノ内線・東西線「大手町駅」

￥会員	200円、一般	400円　
主催（公財）新宿未来創造財団　	協力 	NPO法人新宿区ウオーキング協会
問スポーツ・マラソン課　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

NPO法人新宿区ウオーキング協会 第190回例会
「令和の甲州街道を歩こう No.2」 約10km

レガス健康ウォーキング
「シャンパンゴールドのイルミネーション街・丸の内へ」 約8km

日 12月8日（火）　受付	8:40〜9:00（解散	12:00頃予定）
集合八幡はらっぱ広場（世田谷区八幡山3-40-21）　最寄駅：京王線「八幡山駅」
解散味の素スタジアム（調布市西町376-3）　最寄駅：京王線「飛田給駅」

￥会員	無料、一般	400円　
	主催 問 NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel	090-3217-4109

八幡はらっぱ広場（スタート）→甲州街道→昌翁寺→仙川駅入口→旧甲州街道→
飛田給駅→味の素スタジアム（ゴール）

新宿サザンテラス（スタート）→紀伊国坂→赤坂見附→三宅坂→警視庁→丸の内→
東京駅（ゴール）

東京ヴェルディ「新宿区ホームタウンデー」
日 11月22日（日）　14:00キックオフ　
場味の素スタジアム（調布市西町376-3）
対戦カード 	東京ヴェルディ	vs.	レノファ山口FC
　　　　　2020明治安田生命J2リーグ	第35節
対次の①〜④のいずれかに該当する方
①区内在住・在学の小中学生・高校生
②区内在住・在学・在勤の22歳以下の方
③区内在住・在勤の65歳以上の方
④上記以外の区内在住・在勤の方

定競技場収容人数に達した時点で受け付け終了
￥①〜③無料　④区民優待価格（1,000円）　
協力東京ヴェルディ（株）　締 11月21日（土）　
申右記QRコードからお申し込みください。　 WEB　
※申し込み完了時に発券されるQRチケットを当日お持ちください

その他 	QRチケットは、１つのJリーグIDにつき5枚まで引き換え可
問東京ヴェルディ（株）　　Tel 03-3512-1969
　スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

Ｊリーグ公式戦に
無料招待!!

①〜③無料 ④優待

2 日日時　場会場　出出演　講講師　曲曲目　対対象　定定員　￥料金（税込）　締締切り　申申込み　問問合せ　 このマークの催しは無料で参加できます。

スポーツS por t s 掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトか各問合せ先にご確認ください。

https://www.negishi.co.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=154562


郵 送

記　載　例
❶ 申し込む講座名・公演名　
❷ 郵便番号・住所　
❸ 氏名（ふりがな）　
❹ 電話番号　　
❺ 年齢　
❻ 名称と所在地
　　（新宿区内在勤・在学の場合）　
❼ 会員番号
  　（新宿歴史博物館メンバーズ会員のみ）

の場合

記入
しない

返信（裏）往信（表）

申込先

記載例
など

往信（裏）返信（表）

お客様の
ご住所
お名前

講座によって　　　　 （63円）の場合と、　　　　　　（126円）の場合があります。!

新宿コズミックセンター
 （地域交流課、子ども支援課、
 施設課、スポーツ・マラソン課）

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2
 新宿歴史博物館

〒160-0008 新宿区四谷三栄町 12-16
漱石山房記念館

〒162-0043 新宿区早稲田南町 7　
新宿文化センター

〒160-0022 新宿区新宿 6-14-1

講座申し込み時のお願い

のマークのついた講座が対象です。https://www.regasu-shinjuku.or.jp/インターネット WEB

あ　て　先

※申し込みにあたって取得する個人情報は、当
該講座・イベントに係る諸連絡の目的で利用
するものとし、それ以外の利用はいたしません

申 込 方 法 ● 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。
● 講座参加料入金後のキャンセルおよび欠席時の返金はいたしかねます。
● 振込等にかかる手数料は、ご負担ください。
● 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に加入されることをおすすめします。

スポーツフリー教室（バレー・ソフトバレー）
一から教える形式ではなく、指導員が技術的な疑問にお答えしたり、
参加者同士で練習や試合を行う教室です。詳細は、財団ウェブサイトをご確認ください。
日令和3年1月5日・19日・26日の火曜日
　①バレーボール　9:30～12:00　②ソフトバレーボール　19:00～21:45
場新宿コズミックセンター　2階大体育室　講新宿区バレーボール連盟
内容①基本と応用をていねいに指導します。
　　②大きくやわらかいボールを使用するので、初心者におすすめです。
定各30名（多数抽選）　￥中学生以下 100円／1回、高校生以上 400円／1回
その他  ロッカーおよびシャワーはご利用いただけません。
　　　また、教室中も含めマスクもしくはネックゲイターを着用していただきます。
申財団ウェブサイトより　 WEB　締 12月23日（水）
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

区民初心者ゲートボール教室
老若男女だれでも楽しめる「ゲートボール」。元々は若い人向けのス
ポーツで、囲碁・将棋のような作戦を練る“知的スポーツ”です。ス
ティック１本で誰でも楽しめるので、高齢者にも親しまれています。
あなたもゲートボールを楽しみませんか？
日① 12月2日（水）・4日（金）・7日（月）・9日（水）・11日（金）・14日（月）・16日（水）・18日（金）・

21日（月）・23日（水）　9:30～12:00
　②12月6日（日）・13日（日）・20日（日）・27日（日）　10:00～12:00
場①戸山公園（箱根山）いきいき広場（戸山3-2）
　②清水川橋公園（下落合1-1）、よつや運動広場（四谷1-1）
対区内在住・在勤・在学の方　定各回10名（先着順）　￥各回200円
締各開催日の3日前までに、下記問い合わせ先に電話でお申し込みください。
主催 問新宿区ゲートボール協会　田林　Tel 03-3362-1357

初心者の方も
お気軽に♪

　一般公開番組　星空散歩～冬～
全天周デジタル投影

エジプトの最初のファラオ（王）「オシリス」には星や星座
にまつわる様々な神話があります。一緒にファラオの星を
探してみましょう。女神アテネにまつわるぎょしゃ座の物
語もお届けします。

「スター オブ ファラオ」

日 11月29日（日）、12月5日（土）、令和3年1月23日（土）・31日（日）、2月13日（土）・21日（日）
投影  1回目 10:30～　2回目 13:30～　3回目 15:00～　※投影開始後の入退場不可
場  8階プラネタリウム　定各回30名　￥ 300円（中学生以下 無料）
申  当日直接、新宿コズミックセンター8階へ（先着順）。
　※ チケット販売および開場は、投影開始30分前から。あらかじめ検温にて参加可能となった方に

のみ販売します
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

新宿文化センター主催公演情報
チケット販売等の詳細については、新宿文化センターウェブサイトをご覧ください。

公演日 開演時間 公演名／出演者

12月5日（土） 16:00 高橋博子オルガンコンサート
出�高橋博子

12月13日（日） 14:00

はじめてのおんがくかいクリスマスコンサート
出� 松村秀明（指揮）、赤星啓子（歌／司会）、高橋博子（オ

ルガン演奏）、宮﨑幸次（監修）、東京フィルハーモ
ニー交響楽団ミニ・オーケストラ（管弦楽演奏）

令和3年
1月17日（日） 16:00

新宿オペレッタ劇場27
～2021ニューイヤー・オペレッタコンサート～
出�家田紀子（ソプラノ）、中野瑠璃子（ソプラノ）、
　森裕美子（ソプラノ）、猪村浩之（テノール）、
　佐藤一昭（テノール）、北村哲朗（バリトン）、
　児玉ゆかり（ピアノ）

ピックアップP ick Up

内　容 日にち 時　間
短歌・俳句・川柳展  11月23日（月祝）～29日（日）  10:00～18:00
手工芸・陶芸展  11月23日（月祝）～29日（日）  10:00～18:00
いけ花展  11月27日（金）  ～ 29日（日）    9:00～22:00

『絵画展・書の展・写真展』受賞作品展  11月23日（月祝）～29日（日）  10:00～18:00

四季寄席「冬」
故・立川談志師匠が生前直々に昇進を認めた最後の真打、立川談修（立
川流所属／故・立川談志門下）がみなさんの心を躍らせる噺

はなし

を披露いた
します。
出�立川談修（真打）　日 12月20日（日） 13:30開演（13:00開場）
￥ 600円　締 12月9日（水）　場 3階多目的ホール
定 50名　※未就学児入場不可
申 に記載例（下段）のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB
その他  公演中は、他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。
　　　マスクの着用など、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力ください。
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

立川談修

大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）落 語 in 和 室

理想的なカラダ作り、免疫力を高める栄養と運動

新宿区内を活動拠点とする演劇団体を募集します。
演劇王国「新宿」の進化を、財団YouTubeチャンネル「レガスちゃんねる」で配信しよう。
収録  令和3年2月18日（木）～21日（日）（予定）
場新宿文化センター　小ホール
対  次の①～⑨に該当する団体
 　①収録に伴う機材およびスタッフを準備できること
 　②撮影および編集後のデータを無償提供できること
 　③主に新宿区内で活動していること
 　④下見および説明会に参加可能であること
 　⑤参加決定後、必ず収録できること
 　⑥公序良俗に反する内容、政治・宗教活動に関係する公演を行わないこと
 　⑦練習・リハーサル・収録問わず、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じていること
 　⑧ 脚本使用料、音楽著作使用料などを団体で負担できること。既成の台本を使用する場合

は、「上演許可（法的権限を含む許可）」を得られること
 　⑨過去における各種公演において50名以上の入場者があったこと
定 5団体（多数抽選）　
参加料  無料　
締 11月30日（月）
申  参加申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。　 WEB

※ 応募多数の場合は、必要条件を満たした5団体を抽選で決定します（結果については、12
月中旬に全応募団体にお知らせします）

　※ 詳しくは、新宿文化センター、各生涯学習館、新宿コズミックセンターで配布の募集要項
（新宿文化センターウェブサイトからダウンロードも可）をご覧ください

問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

食べることは生きること。より強く健やかにいきいきと過ごすために、スポーツを楽し
みながらウイルスに負けない身体づくりをしたいものです。アスリートの食事術を参考
に、その中でも免疫力に関係する食品や栄養素について、最新の栄養学とともにわかり
やすくお話しします。
本格的にトレーニングされている方、スポーツ指導者の方だけでなく、部活に励むお
子さんを食事でサポートしたい保護者の方、受験生の親御さんにもオススメです！
日 12月13日（日）　10:00～12:00　
場新宿コズミックセンター　３階大会議室
講小池ゆみえ（公認スポーツ栄養士・健康運動指導士）
対  どなたでも（新宿区生涯学習指導者･支援者バンク登録

者と区内在住・在勤の方および初めて受講する方優先）
定30名（多数抽選）　締 11月30日（月）
申  に記載例（下段）のとおり記入し、地域交流課へ。　 WEB 
問地域交流課　Tel 03-3232-5121

知ればきっとためになる！

文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭

令和2年度 新宿区生涯学習フェスティバル
展示場所新宿文化センター　1階ロビー・地下1階展示室
申不要。直接会場へお越しください。　問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

新宿区共催

のとなり

「第5回 新宿演劇祭」 参加団体募集

事前申込制です

※最終日はいずれも15:00まで

問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

楽しい
チームスポーツ

「ゲートボール」♪

掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトか各問合せ先にご確認ください。

3お知らせi 『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 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/　Tel 03-3232-7701（平日 9:00 ～ 17:00）

スポーツS por t s 掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトか各問合せ先にご確認ください。
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駅近＆キレイな施設で、生涯学習活動をしませんか？

四谷スポーツスクエア多目的ホールでは、４K相
当のプロジェクターを貸し出しています（有料）。
このプロジェクターは、レーザー光源で鮮やかな
４K相当の画質で、映像を大きな画面に投写する
ことができます。
さらに、多目的ホールの音響設備につなげば、多
目的ホールが特別なシアターに大変身 ！
ぜひ一度、サークル活動の仲間やご友人・ご家族
と、大空間のシアターを体験してみてはいかがで
しょうか♬
※詳しくは、施設課までお問い合わせください
※ 映像の使用については、著作権等のルールに十

分ご注意ください

定員　  20人（スポーツ利用）
　　　153人（会議） ※要事前相談

多目的ホール（326㎡）

定員　37人（会議）
         10人（ダンスなど）

会議室Ｎ（125㎡）

定員　　5人（音楽） 
          10人（会議）

音楽室（57㎡）

定員　23人

会議室Ｒ（82㎡）会議室Ｂ（49㎡）

定員　13人 定員　28人

会議室Ｙ（83㎡）

※ご利用には、団体登録が必要です。区民団体は半額で利用できます
※現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、定員を制限しています（上記は制限後の人数）

12月の
臨時休館と
年末年始の
休館の
お知らせ

12月29日（火）～令
和3年1月3日（日）は、
年末年始休館となり
ます。
その他の休館日は右
記のとおりです。ご迷
惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお
願いいたします。

施設名 臨時および定期休館日 問合せ
新宿コズミックセンター 12月14日（月）～18日（金）　※1階窓口は9:00～17:00（受付は16:30まで）

Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター

大久保スポーツプラザ 12月21日（月）
四谷スポーツスクエア 12月14日（月）
屋外スポーツ施設 ――
新宿歴史博物館 12月14日（月）・26日（土）～28日（月）　※燻蒸（くんじょう）休館を含む

Tel 03-3359-2131
新宿歴史博物館

林芙美子記念館
12月7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）佐伯祐三アトリエ記念館

中村彝アトリエ記念館

漱石山房記念館 12月7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月） Tel 03-3205-0209
漱石山房記念館

新宿文化センター 12月8日（火）

Tel 03-3350-1141
新宿文化センター

赤城生涯学習館
12月14日（月）住吉町生涯学習館

西戸山生涯学習館
戸山生涯学習館 12月28日（月）北新宿生涯学習館

新宿スポーツセンター 12月28日（月） Tel 03-3232-0171
新宿スポーツセンター

新宿コズミックセンターで人気の卓球台の個人利
用を、四谷スポーツスクエアでも開始しました！ 
新しい施設での卓球を、お楽しみください。
日毎週水曜日　9:30～12:00
場地下2階多目的ホール
定 6台　※シングルスのみ（先着12名）
￥一般 300円、中学生以下 100円
申  不要。当日直接、地下2階事務室へお越しくだ

さい。9:30から受け付け開始（先着順）
その他  新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と

して、台数・人数などを制限しています。ラ
ケット・ボールの貸し出しはありません。ご
持参いただき、共用はお控えください。

個人利用で
卓球をしませんか？

４K相当プロジェクターで
高画質な映像を見よう ！

JR 麹町口
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新宿通り

四谷見附北交差点

四谷見附交差点

しんみち通り

三栄通り 出迎えの広場

コモレビの広場

四谷スポーツ
スクエア
（B1, B2）

四谷スポーツ
スクエア
（B1, B2）

入口入口

所在地  四谷1-6-4　 Tel 03-6273-2651　 開館時間  9:00～22:00
定期休館日 毎月第2月曜日（祝休日の場合はその翌日）、7月第３土曜日、年末年始（12月29日～1月3日）　問施設課　Tel 03-3232-7701

利用方法や料金は
こちらから ➡

〈アクセス〉JR「四ツ谷駅」から徒歩2分

おすすめポイント

バレー、バドミントン、卓球、ダンスにも ! 
水曜は卓球個人開放も行っています。

〔壁面鏡あり〕

音楽の演奏の練習に ！ 
ピアノの貸し出し（有料）もあります ！

〔壁面鏡あり〕

ダンス・演劇など動きがあるものは
会議室Ｎや音楽室で ！

〔壁面鏡あり〕

会議室は1時間 ３００円から ! 生涯学習活動やセミナー、文化活動などにも、いかがですか？

4 お知らせi YouTube「レガスちゃんねる」にて動画配信中！　レガスポ！や朗読動画など、楽しいコンテンツを配信していきます！


