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本紙に掲載している情報は、令和3年1月4日（月）現在の情報です。今後の新型コロナウイルス感染症拡大の影響や社会
情勢により、イベントが中止・延期になる場合があります。また、施設の利用等についても、変更となる場合があります。
最新の情報は、財団ウェブサイトまたは各問い合わせ先へご確認いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス
感染症対策について

2008年北京オリンピック男子バレーボール代表

2012年ロンドンオリンピック新体操代表
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パラ×オリ夢のスポーツ体験教室
オリンピックまであと約180日 ！ パラリンピックまであと約200日 ！

走る、投げる、泳ぐ、踊る、そして身体を守る。各分野で活躍しているトップアスリートたちが、特別体験プログラムをお届けします。
親子で体験するものや、子どもだけで、または大人だけで体験できるもの色々あります。

※事前申
込制
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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3年1月20日 第241号　次号は2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
レガス 四谷スポーツアカデミー・プレ体験会TOPICS 2面 パイプオルガンはヒミツ基地3面 4面 レガスサイエンス教室

教　室　名 No. 時　間 内　容 対　象 定員

山本隆弘さんのボール遊び教室
① 10:00～11:00 親子で楽しむボール遊び教室 4歳～小学3年生の親子 30組
② 11:00～12:30 バレーボール＆シッティングバレー体験 小学4年生以上 50名

塚原直貴さんの走り方教室
③ 13:00～14:00

楽しく学んで走る動作を身につける
4歳～小学3年生の親子 30組

④ 14:30～15:30 小学4年生～中学生 50名

谷本歩実さんの柔道＆パラ柔道体験
⑤ 10:00～11:00 スポーツの基本となる体幹を鍛える 4歳～小学3年生の親子 7組
⑥ 11:00～12:30 身を守る受け身＆カンタン護身術 小学3年生以上 15名

サイード横田仁奈さんのリズム体操教室
⑦ 13:00～14:00

リズムに合わせた簡単体操
4歳～小学3年生の親子 15組

⑧ 14:30～15:30 小学4年生～中学生 30名

古賀淳也選手の子ども水泳教室
⑨ 13:30～14:00 水が怖い子から泳ぎが得意な子まで

各年代に合わせた水泳教室
現役アスリートが教えます

4歳以上の未就学児の親子 20組
⑩ 14:15～15:00 25m以上泳げる小学1～４年生 30名
⑪ 15:15～16:00 25m以上泳げる小学５年生～中学生 30名

当日のスケジュール

当日は、東京2020オリンピック・パラリンピックパートナー企業ブースの開設も予定しています。
場新宿コズミックセンター　締 2月10日（水）　申 に記載例（4面）のほか、参加希望プログラム（①～⑪／複数選択可）を記入し、新宿コズミックセンターへ。

WEB　※応募多数の場合、抽選となります。当選者にのみ、2月16日（火）までに当日のご案内をお知らせします　主催新宿区、（公財）新宿未来創造財団
協力 ENEOS（株）、富士通（株）、（株）朝日新聞社　※掲載は順不同　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701
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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い合わせ先にご確認ください。

手軽に運動！スローエアロビック®

運動は苦手という方も、気軽に始めてみませんか？
日 3月17日・24日・31日のいずれも水曜日　13:30～14:30　全3回
場四谷スポーツスクエア　多目的ホール　対区内在住・在勤・在学の高校生以上の方
定 20人（多数抽選）　※最少催行10名　￥ �全3回�1,600円　締 3月3日（水）
申 �2月12日（金）から受け付け。 に記載例（4面）のほか、性別も記入し、新宿コズミックセ
ンターへ。新宿コズミックセンター・四谷スポーツ
スクエア窓口での申し込みも可。　 WEB　

持ち物 �底がすべりにくい靴（上履き、シューズなど／
室内履き不可）、動きやすい服装、タオル、水分
補給用の飲み物（水またはお茶）

主催（一社）新宿区体育協会　
主管新宿区エアロビック連盟
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

令和3年度利用のご案内　江戸川河川敷グラウンド
場江戸川河川敷グラウンド（埼玉県三郷市市助地先）
利用内容 22番グラウンド：�4～12月および令和4年3月の土日・祝日（サッカー・硬式野球・
� 軟式野球・ソフトボールなど）
　　　��24番グラウンド：4～12月および令和4年3月の日曜日（軟式野球・ソフトボール）
対満20歳以上の方を代表とする次の団体
　Ⓐ一般（区民）団体：新宿区在住または在勤者で構成する10名以上の団体
　Ⓑその他団体：Ⓐに当てはまらず、5名以上で構成する団体
￥ �1時間　2,500円
申（１）抽選会（Ⓐのみ参加可）　（2）抽選後の空き施設予約（ⒶⒷとも先着順）
　※�抽選会後、空き枠を財団ウェブサイト上に公開し、利用開始5日前まで新宿コズミックセン

ター窓口で申し込みを受け付けます
抽選会�
　日 �①4〜6月分：2月24日（水）��②7〜9月分：5月26日（水）��
　　③10〜12月・令和4年3月分：8月25日（水）��いずれも10:30開場・11:00抽選開始
　場新宿コズミックセンター　3階①小会議室　②③大会議室

問施設課　Tel 03-3232-7701

初級卓球教室 3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 3月4日・11日・18日・25日のいずれも木曜日　全4回
　〔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）
￥ �各クラス全4回�2,000円　※事前振込制
締 2月11日（木祝）
申 � に記載例（4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

屋外スポーツ施設・学校校庭スポーツ開放
小学生区分・中学生区分の団体登録更新について
有効期限が令和3年3月31日までの、「小学生区分」「中学生区分」の団体登録更新を受け付け中
です。新型コロナウイルス感染症対策のため、お申し込みは新宿コズミックセンター窓口で
の事前予約制となります。事前に電話でご予約のうえ、ご来館ください。
対①〔屋外スポーツ施設〕小学生区分・中学生区分
　②〔学校校庭スポーツ開放〕小学生区分
持ち物 �代表者の本人確認書類（運転免許証・健康保険証など公的な証明書）を必ずお持ちくださ

い。代理人による申請の場合は、代表者の本人確認書類（コピー可）のほかに、代理人の本
人確認書類および代表者・代理人それぞれの登録申請書への署名が必要です（代理人は
団体メンバーの成人保護者に限ります）。
※�団体登録申請用紙は新宿コズミックセンターで配布および財団ウェブサイトからダウ
ンロード可
※使用する団体メンバーの住所・年齢の記入が必要です

申新宿コズミックセンター　窓口（9:00～21:00）
　※緊急事態宣言発出期間中は、20:00までの来館にご協力ください
問①施設課　Tel�03-3232-7701　②地域交流課　Tel 03-3232-5121

レガス 四谷スポーツアカデミー・プレ体験会

区分 日にち 時　間 対　象
❶

2月15日
（月）

15:40～16:30 未就学児（4～6歳）
❷ 16:35～17:35 小学1・2年生
❸ 17:40～18:40 小学3・4年生
❹

3月1日
（月）

15:40～16:30 未就学児（4～6歳）
❺ 16:40～17:40

小学1・2年生
❻ 17:50～18:50
❼ 19:00～20:20 小学3・4年生

 FOOTフットボールアカデミー
サッカー元日本代表であ
り、日本サッカー協会理
事を務める北澤豪氏監修
によるフットボールアカ
デミーです。フットボー
ルを通じて自主性や協調
性なども育成し、子ども
たちの心の成長を応援し
ます。

T-FIVE バレーボールアカデミー
男子バレーボール元日本
代表の山本隆弘氏監修
によるバレーボールアカ
デミーです。子どもたち
にバレーボールの楽しさ
を感じてもらいながら、
チームワークの大切さを
学び人間形成の育成を図
ります。

GLEAM スポーツアカデミー
新体操
ロンドンオリンピックフェアリージャパン
のサイード横田仁奈氏監修による新体操＆
ダンスアカデミーです。新体操に必要な体
の基本的な動かし方をコンテンポラリーダ
ンスを通じて伊豆牧子氏が教えていきま
す。楽しく体を動かしながら表現力やしな
やかさを身につけていきましょう。

ダンス
S

す ー や ん

u-yang氏、黒坂建太氏監修によるダンスアカデミーです。幅広いジャンルのダンスやリズムトレー
ニングを通して楽しく体を動かしながら、表現力やリズム感を身につけていきます。

区分 日にち 時　間 対　象
❶ 2月16日

（火）
15:50～17:00 小学生

❷ 17:10～18:30 中学生
❸ 3月4日

（木）
18:30～19:40 小学生

❹ 19:50～21:10 中学生

区分 日にち 時　間 対　象
❶ 2月19日

（金）
16:00～17:00 未就学児（5・6歳）

❷ 17:30～18:30 小学生～中学生
❸

3月12日
（金）

15:40～16:40 未就学児（5・6歳）
❹ 17:00～18:00 小学生
❺ 18:10～19:10 小学4年生～中学生

区分 日にち 時　間 内　容 対　象
❶

2月19日
（金）

15:40～16:40 ダンス 未就学児（5・6歳）
❷ 16:40～17:40 リズムトレーニング・振り付け 小学生以上
❸ 17:40～18:40 リズムトレーニング・振り付け 中学生以上
❹

3月12日
（金）

15:40～16:40 ダンス 未就学児（5・6歳）
❺ 16:50～17:50 ダンス 年長・小学生（5～12歳）
❻ 18:00～19:00 リズムトレーニング・振り付け

12歳以上（大人も可）❼ 19:10～20:10 Hip�Hop�ダンス
❽ 20:20～21:20 Hip�Hop�ダンス／K-POP�ダンス

今春開校予定の「レガス四谷スポーツアカ
デミー」のプレ体験会を実施します。「レ
ガス四谷スポーツアカデミー」では、世界
で活躍したトップアスリート監修による
プログラムを通して、競技力だけではな
く、スポーツで子どもたちの体力・基礎運
動能力の向上に取り組むとともに、人との
コミュニケーションの大切さを伝え、心の
成長を育み、人間力の形成を図ることを目
的にしています。ぜひプレ体験会へお越し
ください。 コンテンポラリーダンス 

伊豆牧子
ダンス 
黒坂建太

バレーボール 
山本隆弘

フットボール 
北澤豪

新体操 
サイード横田仁奈

場四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）　定各25名（多数抽選）　締 2月10日（水）　
申 �FAXまたはEメールに記載例（4面）のほか、希望するプログラム名・時間区分を明示し、
問い合わせ先へお申し込みください。　

　※�Eメールは主催者からのメールが迷惑メールにならないように設定をお願いします
　※�応募多数の場合は、抽選となります。結果は2月15日（月）までに応募者全員にお知ら
せします

　※同一プログラムでの複数のお申し込みはできません

持ち物 �底がすべりにくい靴（上履き、シューズなど／室内履き不可）、動きやすい服装、タオル、
水分補給用の飲み物（水またはお茶）　

主催（公財）新宿未来創造財団
協力�（株）ザ・ファースト
申��問��レガス四谷スポーツアカデミー運営事務局（（株）ザ・ファースト内）
　　Tel�03-3796-3755　Fax�03-5919-3723　 ysa@shinjukutokyo.jp
　　https://yotsuyasportsacademy.jp
　　※個人情報については運営事務局が、本事業でのみ使用します

ダンス 
S
す ー や ん
u-yang

日日時　場会場　出出演　講講師　曲曲目　対対象　定定員　￥料金（税込み）　締締め切り　申申し込み　問問い合わせ　 このマークの催しは無料で参加できます。
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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WING☎080-7110-7110菅¥1500〜

楽しくお稽古してみませんか！（新日舞等々）
初心者歓迎！誰でも踊れる様になれる！
090-2935-5264 FAX03-3803-4962　華輝

レ ガ ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

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い合わせ先にご確認ください。

健康ウォーキング情報康歩 く り歩 健一 づ一 、

日 2月9日（火）　受付 8:40〜9:00（解散 12:00頃予定）
　　※出発・解散時のセレモニーはありません
集合新宿中央公園　水の広場（西新宿2-11）
　　最寄駅：都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」
解散  上野公園　不忍池（台東区上野公園5-20）
　　最寄駅：JR各線「上野駅」、東京メトロ千代田線「湯島駅」、
　　　　　  都営地下鉄大江戸線「上野御徒町駅」

￥  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

日 2月17日（水）　受付 8:40〜9:00（解散 12:00頃予定）
集合北浜川児童遊園（品川区東大井2-25-22）
　　最寄駅：京急本線「立会川駅」
解散  京急本線「平和島駅」（大田区大森北6-13-11）

￥  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

日 2月26日（金）　受付 10:00〜10:15（解散 12:00頃予定）
集合戸塚地域センター（高田馬場2-18-1）　
　　最寄駅：�JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高

田馬場駅」
解散  鶴巻南公園（早稲田町78）　定先着20名
　　最寄駅：東京メトロ東西線「早稲田駅」

申  電話またはFAXにて氏名・住所・年齢・電話番号と「第1回
いきいきウォークに参加」の旨を伝えてください。

申込期間  2月7日（日）〜25日（木）
主催新宿区健康部健康づくり課
 協力NPO法人新宿区ウオーキング協会
問新宿区健康部健康づくり課健康づくり推進係
　Tel�03-5273-3047　Fax 03-5273-3930

NPO法人新宿区ウオーキング協会 第192回例会
「都営大江戸線一周ウォーク その1」
10km

レガス健康ウォーキング
「オリパラ関連 大井ホッケー競技場」 
約7km

令和2年度 第1回 いきいきウォーク新宿
「アカデミックなまちで昭和レトロと自然を
堪能」 約4km

 運動しやすい服装（スカート不可）・マスク着用・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。※雨天決行

新宿中央公園（スタート）→小滝橋通り→職安通り→
牛込柳町→牛込箪笥町地域センター→
小石川後楽園→本郷三丁目→上野公園不忍池（ゴール）
※約10名ごとの小グループで歩行する予定です

北浜川児童遊園（スタート）→しながわ区民公園→
大井ふ頭中央海浜公園（オリパラホッケー競技場）→
平和の森公園→平和島駅（ゴール） 戸塚地域センター（スタート）→甘泉園公園→

鶴巻南公園（ゴール）

「バレエを観たいが内容がわからない」「興味はあるのにチャンスがない」といった方
必見！Kバレエが贈るバレエの代表作の実演とともに、バレエや作品についてわか
りやすく解説する公演です。バレエワークショップも同日開催！
出� Kバレエ カンパニー、Kバレエ スクール
日3月13日（土）　 ①13:00開演（12:00開場）　②17:00開演（16:00開場）
内容  バレエ解説、バレエ名場面『眠れる森の美女』よりパフォーマンス実演　ほか
￥  全席指定　おとな：2,000円、区民割引 1,800円、友の会会員 1,700円
　　　　　　こども（3歳〜小学生）： 1,000円、区民割引 800円、友の会会員 700円
　　　　　　※3歳未満入場不可
協力（株）K-BALLET

新宿文化センターにパイプオルガンがあるのを知っていますか？�
客席から見えるのは、巨大な楽器のほんの一部。オルガン体験講座はオルガニ
ストによる解説付きコンサートのほかに、オルガン内部見学や試し弾き体験も
できます！�解説付きコンサートのみの参加も可能です！

日 3月20日（土祝）　※進行状況により終了時間が前後する場合があります
場新宿文化センター　大ホール　
講  早島万紀子、高橋博子
　（ともに新宿文化センター専属オルガニスト）　
締 2月28日（日）
申 �〔A・Bコース〕 に記載例（４面）のほか、

小学〜高校生の方は学年も記入し、
新宿文化センターへ。　 WEB 

　〔Cコース〕 申し込み不要。当日直接会場へお越し
ください。　　　　　　　　　　　　
※ 入場時に「新宿文化センター来館者

カード」へのご記入をお願いします

はじめてのバレエ鑑賞  vol.4
パイプオルガンはヒミツ基地   熊川哲也主宰の Kバレエスクールによる公演
   オルガン体験講座

区民割引あり

コース 対　象 時　間／内　容 定　員 料　金

A 小中学生
（＊1）

12:30〜15:05
オルガン内部見学と試し弾
き体験のあと解説付きミニ
コンサート

15名
（＊2） 無　料

B 高校生以上
14:15〜17:00
解説付きミニコンサートのあ
とオルガン内部見学と試し
弾き体験

50名
（＊2） 500円

C 小学生以上 14:15〜15:05
解説付きミニコンサートのみ な し 500円

（小中学生 無料）

＊1…Aコースの小学3年生以下は要保護者同伴
＊2…A・Bコースとも多数抽選（抽選の場合、区内在住・在勤・在学者優先）

時間14:45〜15:30　場  大ホール
対  4〜6歳のバレエ初心者　
定  25名（先着順）　￥  2,000円
申 問 Kバレエスクール　Tel�03-5805-8812
　　　http://www.k-balletschool.com/

Kバレエスクール主催 
ワークショップ同日開催！

新宿文化センター公演P er f ormance 新宿文化センター（新宿6-14-1）　Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/問い合わせ・会場

①13:00 開演
②17:00 開演

3.13 土 3.20 土

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。 

新型コロナウイルス対策のため事前申込制

　気軽にワンコインコンサート

～トワイライト・パイプオルガン・コンサート～
100年後に輝いたドイツ･R

ロマンティカー
omantiker

19:00 開演
2.8 月

カヴァイエ＝コル型大オルガンの豊かな音色をお楽しみください。
出�野田美香（パイプオルガン）　日 2月8日（月）　19:00開演（18:00開場）
曲  ジークフリート・カルク=エーレルト：「夜」、｢伝説｣、
　｢グレゴリアン･ラプソディ｣、｢凱旋行進曲｣　ほか　￥   500円　
　 チケットは新宿文化センター窓口での当日券販売のみ。
　※ 当日17:00から販売（入場時に「新宿文化センター来館者カード」へのご記入をお願いします）
　※電話・Web予約はできません

当日販売のみ ワンコイン（500円）で
本格的なコンサート

野田美香

●区民割引チケットを窓口で購入される際は、ご住所のわ
かる公的機関発行の証明書をお持ちください。　
※証明書1通で4枚まで（一部公演を除く）
●友の会割引チケットを窓口で購入される際は、必ずメン
バーズカードをお持ちください。
※1公演4枚まで（一部公演を除く）
●Y席は公演当日25歳以下対象。　
※販売（新宿文化センターのみ）時に引換券を発行し、当日
チケットと引き換え（要証明書［学生証・保険証・免許証］）

●車いす用の鑑賞席は、新宿文化センター（電話）にてお
求めください。　
※枚数限定販売
●未就学児の入場はご遠慮ください（一部公演をのぞく）。
●出演者・曲目・演目などは、様々な事情により変更とな
る場合がございます。
●公演中止の場合以外のチケット代の払い戻しはできま
せん。また、紛失の場合も再発行はできませんので、ご
注意ください。
●電話予約でチケットの郵送を希望される場合、別途郵送
料167円をご負担いただきます。

※お取り扱いのない公演もあります
チケットぴあ　
https://t.pia.jp/ Tel 0570-02-9999
［Pコード：XXX-XXX］
イープラス　
https://eplus.jp/（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

加入者名（振込先）：新宿文化センター
口座番号：00180-0-263305振込先

❶オンライン即時決済（クレジットカード）
❷セブン-イレブン引換　
　※ご予約後1週間以内

電話予約

窓口販売 プレイガイド

ご予約の流れ

電話予約

Web予約

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

新宿文化センター　Tel 03-3350-1141
受付時間　9:00～19:00（休館日を除く）
※チケットの窓口引き換えはありません

新宿文化センター　9:00～19:00
※休館日を除く。お支払いは現金のみ

公演は、中止および変更等になる場合があります。新宿文化センター
ウェブサイトをご確認のうえ、ご来場ください。
新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。詳しくは、こちら  

ご
購
入
の
際
の
お
願
い

ご予約後、指定の期間内にお振込みください。
①窓口引換：新宿文化センター1階窓口（新宿6-14-1）
②郵便振替：予約済み公演名・枚数・席種・予約者の

住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下
記振込先へ。

新宿文化センター
友の会会員

チケット
Web会員

※チケット発券手数料、振込手数料などは、お客様のご
負担となります

祝

参加に
あたって

公演は中止および変更等になる場合があります。
新宿文化センターウェブサイトをご確認のうえ、ご来場ください。

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） 3

https://www.negishi.co.jp/


バリアフリー「わくわくプラネタリウム」

全天周デジタル投影「スター オブ ファラオ」
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。

上映途中の入退場自由! 音や声を出しても大丈夫です!!
字幕付き＋ヒアリングループ・ナレーション手話あり

日 �2月7日（日）
　①11:00開始（10:30開場）　②14:00開始（13:30開場）　※投影時間各約50分
場 8階プラネタリウム
対イベントの趣旨に賛同される方（小学3年生以下は要保護者同伴）
定 �各回75席　￥大人�100円、障がいのある方の同伴者・中学生以下�無料
申 �不要　※当日直接会場へお越しください�
協力@字幕サークル　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

ピックアップP ick Up

本物の化石にさわってみよう！
化石と地層をテーマに、本物の化石を使って地層模型をつくる
講座です。つくった地層模型と化石は持ち帰れます。　
※化石には一部レプリカを含みます

基本的な知識や経済・金融を学び、資産形成や金融商品の利用法や心構えを身につけませ
んか。

石川啄
たく

木
ぼく

がとある事件をきっかけに探偵稼業を始めるというアニメ「啄木鳥探偵處」〈原作：
伊井圭（創元推理文庫刊）〉とタイアップし、漱石山房記念館をはじめ、林芙美子記念館、
佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝

つね

アトリエ記念館、新宿歴史博物館を巡るデジタルスタンプラ
リーを開催します。各施設には描き下ろしを含むイラストパネルや等身大パネルを展示。さら
に、スタンプを集めた方には、オリジナルグッズを先着でプレゼントします。

場新宿コズミックセンター　3階大会議室　
講田中千尋（国立大学法人お茶の水女子大学附属小学校／理科教諭）
締2月9日（火）　定 �各コース20名（多数抽選／区内在住・在学者優先）　
￥ 1,200円（材料費含む）　※入金後のキャンセル・欠席時の返金なし
申 �インターネット申し込みを推奨しています。下記QRコードからお申し込みください。
� �郵送申し込みの場合は、 に記載例（下段）のほか、希望コース（A・B・Cのいずれか）・
学校名・学年・保護者氏名・緊急連絡先を記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB�

その他 �新型コロナウイルス感染症対策として、教室への入室は参加児童のみとさせて
いただきます（保護者の入室不可）。

問子ども支援課　Tel�03-3232-5122

日3月13日（土）　場新宿文化センター　4階第1会議室　
対どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先）　定 �30名（多数抽選）　
￥全2講座�700円（資料代込み）　※1講座のみの申し込み不可　
主催 �NPO法人金融と証券を学習する会　締 2月25日（木）　
申 に記載例（下段）のとおり記入し、新宿文化センターへ。　 WEB�
　�※�申し込みに際しお預かりした個人情報は、主催者であるNPO法人金融と証券を学習す
る会に提供します

問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

実施期間 1月22日（金）～3月14日（日）
スタンプポイント �漱石山房記念館（早稲田南町7）、林芙美子記念館（中井2-20-1）、
� 佐伯祐三アトリエ記念館（中落合2-4-21）、中村彝

つね

アトリエ記念館（下落合3-5-7）、
� 新宿歴史博物館（四谷三栄町12-16）
参加方法 �スマートフォンを使って参加するデジタルスタンプラリーです。

下記QRコードからご参加ください。
景品 �❶�各ポイントに設置されているQRコードを読み取ってスタンプを獲得した方には、各施設
　　　ごとにオリジナルポストカードをプレゼント
　　❷�スタンプを５つ集めてアンケートに答えた方には、オリジナルマスクケースをプレゼント
　　※各景品は、1人1つずつ先着順です
問新宿区文化観光課文化資源係（新宿区役所第一分庁舎６階）
　Tel�03-5273-4126　Fax 03-3209-1500

本物の化石で自分だけの
地層模型をつくろう

金融機関OBによる
「おとなのやさしい経済・金融入門講座」

新宿区×啄
き つ つ き

木鳥探
たん

偵
てい

處
どころ スタンプラリー

　子ども未来講座　レガスサイエンス教室

コース 日にち 時　間 対　象
A

2月28日（日）
��9:30～10:30 小学3～6年生

B 11:15～12:15 小学3～6年生
C 13:30～14:30 小学1・2年生

No. 時間 テーマ ／ 内　容

①
13:20
～
14:50

「経済指標の見方、使い方」
株式投資を正しい方法で行うために知っておきたい経済の基礎知識、マクロ
経済の基本事項、株価を動かす要因、金融市場を動かす経済指標について

②
15:05
～
16:35

「会社の見方、調べ方」
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー表のしくみとその見方、分析のや
り方、株式投資に必要な会社に関する情報の入手の仕方について

参加は
こちらから

第17回 新宿区男女共同参画フォーラム
自分で決断したら、頑張れる
～意志の強い女性主人公を通したメッセージ～
期間 �3月12日（金）～25日（木）　場YouTube（限定公開）
内容〔第1部〕新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰式
　　〔第2部〕講演「自分で決断したら、頑張れる」里中満智子（マンガ家）
対区内在住・在学・在勤の方　定 �500名（先着順）　締1月27日（水）～3月5日（金）
申詳細は、新宿区のウェブサイトをご覧ください。
主催 �新宿区　問新宿区男女共同参画課　Tel 03-3341-0801 里中満智子

縣秀彦（国立天文台にて）

広告募集のご案内
掲載サイズ（1枠）
76mm（縦）×48mm（横）

枠　広　告 レガスパーク（文字広告）
行　数 料金（税込）
最小3行 4,840円
　　4行 6,380円
　　5行 7,920円
最大6行 9,460円

1枠料金（税込）
表�面 40,700円
中�面 30,800円
裏�面 39,600円 問経営課　Tel�03-3232-7701

わかりやすい「宇宙と星空のふしぎ2020」
新宿発宇宙の旅 
−つながっている宇宙・社会・いのち−
どなたにもわかりやすく、旬で最新のトピックスなどを解説する大人気プログラムです。
ナビゲーターは、おなじみの縣

あがた

先生。講演後には質問コーナーも予定しています。
国立天文台が開発した４次元デジタル宇宙ビューワー「M

み た か

itaka」を用いて、最新の観測データ
に基づいた宇宙旅行に出かけましょう。旅の途中で見えてくる宇宙の光景から、地球やいのち
の存在について一緒に考えてみましょう。
日 3月6日（土）　14:00～15:20　
場新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム
ナビゲーター 縣秀彦（国立天文台�天文情報センター准教授）
対小学生以上（小学3年生以下は要保護者同伴）
定 �75名（多数抽選）　￥大人�600円、中学生以下�無料
締 2月10日（水）
申 に記載例（下段）のほか、参加希望人数（応募1件につき
3名まで）を記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB�　

　※当選者にのみ、2月17日（水）までにご案内を郵送します
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

スマートフォンをお持ちでない方は、新宿区の
ウェブサイトをご覧ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/
bunka02_kitsutsuki.html

オンライン
開催

寒いこの季節、暖かいプラネタリウムで落ち着いた音楽に包まれるリラックスタイムはい
かがでしょう。澄んだ冬の星空演出とともに、［.

キ ュ ー

que］さんによるフォークトロニカやピア
ノの美しい楽曲をお楽しみください。

日 2月27日（土）　14:00～15:00　場 �8階プラネタリウム　出�［.
キ ュ ー

que］
対小学生以上（小学3年生以下は要保護者同伴）
定 75名（多数抽選）　￥ 1,600円　締１月26日（火）
申 に記載例（下段）のほか、参加希望人数も記入し、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、2月5日（金）までにご案内を郵送します
その他 �新型コロナウイルス感染症対策により、会場や定員の変更、

公演中止となる場合があります。
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

星空ごこち2020 冬のプラネタリウムライブ  Ⅱ

[.que]

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。

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

● 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。
● 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。

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

申 込 方 法 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

地層模型の見本

ⒸEvans and Sutherland

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い合わせ先にご確認ください。
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新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

新宿コズミックセンター 8日（月） ／ 大久保スポーツプラザ 15日（月） ／ 四谷スポーツスクエア 8日（月） ／ 新宿文化センター 9日（火） ／ 新宿歴史博物館 8日（月）・22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・漱石山房記念館 1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 8日（月）  〈北新宿・戸山〉 22日（月）

2月の休館日の
お 知 ら せ

ⒸKI,TS/WDP


