
新宿文化センター

漱石山房記念館

新宿歴史博物館

四谷スポーツスクエア

新宿コズミックセンター

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

今年はオンラインで開催 ！
みなさまに直接ご来館いただくイベントの開催は今年も見送りとなりました。

しかし、「レガス新宿を ！」「各施設の魅力も ！」「区内で活動する団体の魅力も ！」もっと知ってもらいたい！！
－－ という思いから、今年は動画配信や画像での紹介などを行います。

ぜひウェブ会場へお越しください ！

レガスまつりオンライン 2０２１

地域のみなさんが運営するスポーツ・文化
事業を順次ご紹介。

地域スポーツ・文化事業の
ご紹介

生涯学習館利用団体の紹介

芸術、ダンス、料理、学習など、さまざま
な分野の団体が活動しています。

友好都市児童・生徒作品交流展

友好都市の子どもたちから届いた「わたし
の将来の夢」をオンライン展示。

おうちでリフレッシュしたい ! エクササイズ
したい ! そんなあなたに「おうちでレガス
ポ !」。

おうちでレガスポ ！

新宿の街を走り抜ける ！ 1987年から始ま
るマラソンの物語。

新宿シティハーフマラソン・ 
区民健康マラソン

新宿区立施設のご案内

使ってみよう ！ どんな施設があるの ？ 
屋内・屋外施設、全部お見せします ！

漱石クイズにチャレンジ ！
記念館でクイズに答えて
金メダルをもらおう ！

常設展「新宿の歴史と文化」
学芸員とれきはくキャラクター

「しょうどうたくん」が常設展示をめぐるよ ！

レガスまつりってなに？
例年４月の最初の土曜日に、レガス新宿（公
益財団法人新宿未来創造財団）が運営す
る各施設で、施設や事業の紹介、区内で活
動する各団体の活動紹介や成果発表の場
として、「レガスまつり」を実施しています。

レガスウォーク2021
文化薫る新宿のまちを
歩いてつなぐ　
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レガスラクロスクラブの紹介
新規講座“レガスラクロスクラブ”の開講
に先駆け、競技のルールや魅力をご紹介 ！

｢歴史のレ｣｢学習のガ｣｢スポーツのス｣それがレガスです！
「レガスウォーク2021」は2面へ

レガスの施設を使ってみよう ！
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            マークが
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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。

子ども向け講座
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 初 心 者 教 室

空は高く青く、新緑もそよぐ風に美しく映え、とてもよい天気のなか
新宿のまちを歩きました。参加者同士の間隔を空けて歩きましたが、
その分、新宿のまちの雰囲気をより深く体感できました。

新宿区内の施設を歩いてつなぎ結ぶ！

レガスウォーク2021
レガスウォーク約8km…新宿コズミックセンターを出発し、
途中、新宿文化センター、漱石山房記念館、新宿歴史博物館、
四谷スポーツスクエアを巡ります。
みなさんの新たなウォーキングコースに加えてみませんか。

初心者グラウンド・ゴルフ教室
グラウンド・ゴルフはゴルフをアレンジしたスポーツです。ルールは簡単
で、どなたでも気軽にいつでも、どこでも、いつまでも楽しめるスポーツ
です。生涯スポーツとして、楽しく健康づくりに、初めての方でもお気軽
にご参加ください。
日 6月21日（月）・23日（水）・25日（金）　9:00～12:00
　※�中止の場合は、主催者より開催日当日2時間前までに参加者全員へ連絡します
場 �戸山公園（箱根山）多目的運動広場（戸山3-2）　
対どなたでも　定20名（多数抽選）
申 �電話、FAX、はがき、Eメールのいずれかで、①講座名②氏名（ふりがな）③電話番
号④年齢⑤経験年数を明示し、下記問い合わせ先にお申し込みください。

締各開催日の3日前まで
その他 �用具の貸し出しあり（無料）。動きやすい服装・運動靴でご参加ください。
問新宿区グラウンド・ゴルフ協会　伊藤喜美夫　〒160-0022�新宿区新宿6-13-10-907�
　Tel&Fax�03-3341-8649　 mrjnj366@ybb.ne.jp

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�6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）・25日（金）　9:30～12:00
　②6月6日（日）・13日（日）・20日（日）・27日（日）　10:00～12:00
場 �①戸山公園（箱根山地区）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　
申 �電話で下記問い合わせ先にお申し込みください。�
締各開催日の3日前まで　
主催新宿区ゲートボール協会
問新宿区ゲートボール協会　田林　Tel�03-3362-1357

生涯スポーツ、
グラウンド・ゴルフ

を楽しもう！

楽しい
チームスポーツ

「ゲートボール」♪

新宿コズミックセンター
スポーツフリー指導（7月）
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います。
当面の間、事前申込制で実施いたします。
①バレーボール　②ソフトバレーボール
　※�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

日 �毎週火曜日　①9:30～12:00　②19:00～21:45
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　
定各33名（多数抽選）
￥ �中学生以下�100円／回、高校生以上�400円／回
申 �財団ウェブサイト上の「新宿コズミックセンター�ス
ポーツフリー指導」ページからご予約ください。定員
を超えた場合は抽選を行い、応募者全員にEメールに
て参加のご案内をお送りします。　 WEB

締 6月20日（日）　
その他 �ロッカーおよびシャワーはご利用できません。運

動中も含めマスクまたはネックゲイターを着用し
ていただきます。

問 �スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

日 7月～11月の日曜日および祝日（予定）
場 �西戸山公園野球場（百人町4-1）、落合中央公園野球場（上落合1-2）、
駒沢オリンピック公園軟式野球場（世田谷区駒沢公園1-1）　ほか

対 �新宿区内在住・在勤の中学生を除く15歳（令和3年4月1日現在）以上
の方で構成された新宿区軟式野球連盟登録チーム

定約160チーム（多数抽選）
￥ 2,000円／チーム（別途連盟経費12,000円）
申 �6月12日（土）17:00～19:00に、参加料を持参のうえ、新宿スポーツ
センター大会議室（大久保3-5-1）で受け付けをしてください。

代表者会議
日 6月26日（土）　17:00受付　17:30会議開始　
場 �新宿スポーツセンター　大会議室
※組み合わせの抽選を行います。必ずご出席ください

主催新宿区軟式野球連盟
問〔大会について〕スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701
　〔競技について〕新宿区軟式野球連盟　金子　Tel�090-8348-1692

中学生野球大会
日 7月22日（木祝）～8月7日（土）　
場西戸山公園野球場（百人町4-1）
対 �区内在住・在学の中学生で構成されたチーム
申 �申込用紙に必要事項を記入のうえ、新宿コズ
ミックセンター窓口へ。詳しくは新宿コズミック
センターなどに設置の実施要項（財団ウェブサイ
トからダウンロードも可）をご確認ください。

締 6月20日（日）　
主管 ��新宿区軟式野球連盟
問 �スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

（兼・第2回軟式野球連盟大会）

新宿区民総合体育大会

レガスウォーク
動画公開中！

ゴールの四谷スポーツスクエアでは、色とりどりのお花たちが
私たちを迎えてくれました。新宿のまちも四季折々の顔をもっ
ているということを実感しました。

参加チーム募集

3.5km

START GOAL
2km

2km

0.5km

小泉八雲記念公園
にも寄ってみた。

四季の路は
緑いっぱいで気持ちいい♪

新宿文化センター
(新宿6-14-1)
本格芸術を身近なホールで！
活動の成果の発表の場として
も愛されています。 　

新宿コズミックセンター
(大久保3-1-2)
団体で利用できる体育施設
のほか、各種スポーツプログラム
なども実施しています。 　

漱石山房記念館
(早稲田南町7)
数々の名作を世に送り出した
「漱石山房」のあった地に建て
られた記念館です。 　

新宿歴史博物館
(四谷三栄町12-16)
「まちの記憶」を多くの方々と
共有し、未来へと継承してい
く博物館です。 　

四谷スポーツスクエア
(四谷1-6-4)
四ツ谷駅前に2020年にオープンした
ニューフェイス！スポーツや会議など、
駅前で便利に利用できます。 　

軟 式 野 球

2 日日時　場会場　出出演　講講師　曲曲目　対対象　定定員　￥料金（税込み）　申申し込み　締締め切り　問問い合わせ　 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または各問い合わせ先にご確認ください。

レガスまつり　　オンライン 2021R egasu



新宿コズミックセンター
（大久保3-1-2）パック  パック  ～ 夏 ～

身体のゆがみを矯正し、柔軟性と筋力アップ！
かぜを引きにくい身体をつくりましょう！
日 8月16日～10月4日の月曜日　9:30～10:30　全6回
　※9月13日・20日を除く
場第二武道場　
講松永良恵
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

うるわしのタイ式ヨガ（ルーシーダットン）
月曜／午前のコース

2
強度�★☆☆

体幹エクササイズで安定性を、ストレッチで柔軟性を身につ
け、姿勢改善、腰痛の不安軽減を目指します。
日7月27日～10月5日の火曜日��12:50～13:50��全10回
　※8月10日を除く
場小体育室　講長友珠紀　
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

体幹ストレッチ
火曜／午後のコース

5 強度�★★☆

各回ごとに、前半は基本のポーズで体の使い方を習得し、後半
は難度高めのポーズにチャレンジします。リフレッシュ、身体
機能アップへと導きます。
日 7月30日～10月1日の金曜日　10:55～11:55　全9回
　※8月13日を除く
場多目的室　講MIWA　持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

アクティブエナジーYOGA
金曜／午前のコース

8 強度�★★★

身体調整ストレッチで骨盤や全身のゆがみをリセット。ピラ
ティス要素で筋力アップ。不調を軽減、予防していきましょう。
日 8月16日～10月4日の月曜日　10:55～11:55　全6回
　※9月13日・20日を除く
場第二武道場　
講あかり
持ち物 �スポーツタオル・ヨガマットまたはバスタオル

月曜／午前のコース
3 ゆったり骨盤体操 強度�★☆☆

気功法を用い体内の気血の流れを整え、太極拳の流麗な動きで
転倒防止、良いバランス感覚を作り上げます。
日 7月28日～10月6日の水曜日　9:30～10:30　全10回
　※8月11日を除く
場第二武道場　
講閻洪亮

水曜／午前のコース
6 気功太極拳 強度�★☆☆

愛あふれるハワイアンソングと共に踊る時間は心も身体も内側
から癒やされ、満たされます。
日 7月30日～10月1日の金曜日
　14:15～15:15　全9回　※8月13日を除く
場多目的室　
講石黒晴美

金曜／午後のコース
9 癒しのフラダンス 強度�★☆☆

足腰は健康の基本。継続することで無理なく柔軟性や体力・筋
力を高めていきます。膝や腰が痛い人でも参加できます。
日 8月16日～10月4日の月曜日　9:30～10:30　全6回
　※9月13日・20日を除く
場多目的室　
講蔭山雅之
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

楽々足腰健康体操
月曜／午前のコース

1 強度�★☆☆

体幹を意識したポーズを行い、筋力アップ、柔軟性の向上を目
指します。しなやかで力強い身体づくりを！
日 8月16日～10月4日の月曜日　10:55～11:55　全6回
　※9月13日・20日を除く
場多目的室　講長友珠紀　
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

月曜／午前のコース
4 ヨガエクササイズ 強度�★★☆

ピアノの曲と共にバレエの基本をゆっくり学んでみませんか？
女性も男性も経験者も気づきの多いクラスです。
日 7月29日～10月7日の木曜日　12:50～13:50　全9回
　※8月12日、9月23日を除く
場多目的広場　講法元美都子
持ち物 �バレエシューズ、タオル、飲み物　※動きやすい服装

木曜／午後のコース
7 初めてのバレエ入門2 強度�★☆☆

ネットの予約は苦手･･･そんな方にもご参加いただけるよう、
いつもの講座が数回パックの申込制講座になりました！

対高校生以上　※ 10 は男性限定
定 �15名　※ただし 5 30名、� 12 20名。いずれも
最少催行13名

￥ 1 ～ 4 3,100円、
　�5 �6 10 ～�12 �14 �15 5,100円、
　�7 ～ 9 �13 4,600円　
　�※事前振込制（別途振込手数料がかかります）
申 �� に記載例（4面）のほか、区内在勤の方は
勤務先名称・所在地を記入し、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

締 1 ～ 9 6月30日（水）　10 ～�15 6月8日（火）

短期短期短期短期

短期集中型の
特別講座で
レベルアップ!

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 7月21日～9月29日の水曜日��19:00～20:00��全10回
　※8月11日を除く
場３階和室　
講Hikari
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

全身を大きく動かし、夏の疲れを取りましょう。
ヨーガの正しいポーズと呼吸法を学びながら、
筋力アップを目指します。
日 7月28日～9月29日の水曜日
　20:20～21:20　全9回　※8月11日を除く
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

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 �7月21日～9月29日の水曜日��19:00～20:00��全10回
　※8月11日を除く
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 �7月1日～9月16日の木曜日　14:15～15:15　全10回
　※7月22日、8月12日を除く
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

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 7月21日～9月29日の水曜日��14:00～15:00��全10回
　※8月11日を除く
場地下2階多目的ホール　
講美波チエ
持ち物 �飲み物

基本を覚えてかっこよく！はじめてでも楽しく踊れます。
陽気なラテン音楽に合わせ、基本ステップを覚えながら楽しく
踊りましょう。
日 7月24日～10月2日の土曜日　10:45～11:45　全10回
　※9月25日を除く
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）

ヨーガで筋力アップ

水曜／夜のコース

水曜／夜のコース

10

13

脂肪燃焼パワーヨガ
in 住吉町生涯学習館(住吉町13-3)

ペルビックストレッチ

水曜／夜のコース

木曜／午後のコース

11

14

水曜／午後のコース

土曜／午前のコース

12

15

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）

初めてのサルサシャイン

1010

出張出張出張出張

動画
公開中！

おうちで
体験できます！

動画
公開中！

おうちで
体験できます！

イメージ

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または各問い合わせ先にご確認ください。

スポーツ・マラソン課　
Tel 03-3232-7701  Fax 03-3209-1833問い合わせ



6月の休館日
のお知らせ

新宿コズミックセンター14日（月）／大久保スポーツプラザ 21日（月）／四谷スポーツスクエア 14日（月）／新宿文化センター8日（火）／新宿歴史博物館14日（月）・28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7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）／漱石山房記念館7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）・29日（火）・30日（水）／生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉14日（月）〈北新宿・戸山〉28日（月）

初心者向　日常英会話50才以上　無料体験有
水曜日午前11～12時　戸塚地域センターにて
会費４千円　080-1520-8481　倉高まで

ピアノ・声楽教室　子供～大人　声楽科卒
初心者歓迎　30分月2回5千円から
musicnote115@gmail.com☎03-3360-6067吉川

理想の結婚相手を探すコツは、この一冊で！
「結婚したい人させたい親の夢を実現する」
アマゾンより出版☎5962-7704片山

楽しくお稽古しませんか！（新日舞等々）
初 心 者 歓 迎！　　090-2935-5264　 華 輝

牛込箪笥地域センター　月3000円

レ ガ ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで ※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
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。

● 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。

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

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）

❽ 学年・学校名・保護者氏名
　  （子ども対象のイベントのみ）

全天周デジタル投影「氷をめぐる物語」
地球誕生から現在に至るまで、氷は地球環境を大きく左右して
きました。現在、過去、未来、宇宙…氷の世界をめぐる旅に出か
けましょう。ヘルクレスにまつわる神話もお届けします。
•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・ナレーション手話もあります。

日 6月20日（日）　14:00開始（13:30開場）　※投影時間約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  75席（先着順／定員になり次第締め切り）
￥大人 100円、障がいのある方の同伴者・中学生以下 無料　
協力@字幕サークル
申不要。当日直接、新宿コズミックセンター8階へ。
　※ 受付時に検温を実施します。会場内ではマスクの着用をお願いして

います
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★
バリアフリー「わくわくプラネタリウム」

スポーツを科学の視点で見てみよう！
「速く走る人は何が違うのか？」モーションキャプチャの技術で動きを
デジタル化して調べるサイエンス教室です。親子で一緒に学べます。　
※本講座は、走る講座ではありません

場新宿コズミックセンター　3階大会議室　講土屋陽祐（明治学院大学助教）
対小学生（区内在住・在学優先／多数抽選）
定各コース15名　￥ 800円　※入金後のキャンセル・欠席時の返金なし
締 6月23日（水）
申  右記QRコードからの申し込みを推奨しています。または に記載例（下

段）のほか、コース（A・B・C・Dのいずれか）・緊急連絡先を記入し、新宿コズ
ミックセンターへ。　 WEB

　※ 教室への入室は参加児童と参加児童1名につき、保護者1名のみとさせていただきます
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122

科学で解析！走り方！
  レガスサイエンス教室

コース 日にち 時　間 対　象
A

7月17日（土）

  9:30～10:30 小学3～6年生
B 11:00～12:00

小学1～2年生
C 13:00～14:00
D 14:30～15:30 小学3～6年生

Kid'sえいごリトミック2021
講習用のタネを使って、奇術の体験。
マスターして周りの人に披露してみましょう。
コロナ禍でも、おうちで楽しく過ごすきっかけに･･･。ご参加お待ちしています。
出ダーク和秋　日 6月27日（日）　10:00～11:30
場  大久保スポーツプラザ　３階和室（大久保3-7-42）
対小学４年生以上　※小学生は保護者の申し込み・参加が必須です
定30名（多数抽選）
　※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、定員を変更する場合があります
￥  500円（教材費として別途500円かかります）　締 5月31日（月）
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　※�応募多数で抽選となった場合、中学生以上の方を優先します
協力（公社）日本奇術協会

今注目の幼児教育「リトミック」! ダンスで体を動かし、英語の発音や読み書きの
基礎を楽しく学びます。
日 7月6日～10月26日の火曜日（8月10日、9月21日を除く）　
　16:30～17:15　全15回
場大久保スポーツプラザ　3階児童遊戯室（大久保3-7-42）
講セルツァー正美　対5～6歳の未就学児　定 12名（多数抽選）
￥ 7,600円　※事前振込制（別途振込手数料がかかります）
申  に記載例（下段）のほか、お子様の氏名（ローマ字）と保護者の氏名を記入

し、新宿コズミックセンターへ。新宿コズミックセンター・大久保スポーツプラザ
窓口での申し込みも可。　 WEB

　※当選者にのみ、締め切り後2週間程度で通知します
締 6月7日（月）
その他  保護者（20歳以上）の送迎および講座終了までの待機が必要です。

奇術の楽しさを知ってみませんか？

問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

健康ウォーキング情報
康歩 く り歩 健一 づ一 、

日 6月8日（火）　受付 8:40～9:00（解散 15:00頃予定）
集合 JR中央線「日野駅」前
解散  小仏宿（八王子市東高尾町419）
　　最寄駅： 京王バス「小仏」バス停　※バス停にトイレあり

￥  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  6月25日（金）　受付 10:00～10:15（解散 13:00頃予定）
　※座学 10:25～10:55
集合赤城生涯学習館（赤城元町1-3）　
　　最寄駅： 東京メトロ東西線「神楽坂駅」
解散  外濠公園（市ケ谷駅側）（千代田区五番町）　
　　最寄駅： JR中央・総武線、都営新宿線、
　　　　　　東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷駅」

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

1NPO法人新宿区ウオーキング協会 第196回例会
  「令和の甲州街道を歩こう　No.4」
　約16km

2レガス健康ウォーキング
  「祝！オリンピック・パラリンピック　
　辰巳国際水泳場と第五福竜丸展示館」
　約8km

3令和３年度 第3回いきいきウォーク新宿　
  「粋なまち“神楽坂”を満喫」 約 4km

JR日野駅（スタート）→日野台一里塚→JR八王子駅→
いちょう並木→JR高尾駅→駒木野宿→小山神社→
小仏宿（ゴール）
※ 体調により、JR八王子駅、JR高尾駅、
　京王バス「駒木野」バス停でのリタイアが可能です

赤城生涯学習館（スタート）→白銀公園→御殿坂→
神楽坂・かくれんぼ横丁→中町公園→中根坂→
左内坂→外濠公園（ゴール）

対どなたでも　定  12なし　3 20名
申  12不要。当日受付時間内に、直接集合場所へ。　3 6月7日（月）～24日（木）の間に、電話またはFAXにて氏名・住所・

年齢・電話番号のほか、「第3回いきいきウォーク新宿」に参加の旨お伝えください。　※雨天決行
服装  持ち物  運動しやすい服装（スカート不可）・運動靴でマスク着用のうえ、お越しください。飲み物・帽子・雨具などは各自で

ご用意ください。1飴なども忘れずにご用意ください。また両手が空く服装でお越しください。

日 6月16日（水）　受付 9:00～9:20（解散 12:00頃予定）
集合 解散  JR京葉線、東京メトロ有楽町線、
　　　　りんかい線「新木場駅」駅前広場　　

￥  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

新型コロナウイルス対策のため事前申込制

新木場駅前広場（スタート）→辰巳国際水泳場→
東京アクアティクスセンター→第五福竜丸展示館→
夢の島公園アーチェリー会場→
新木場駅前広場（ゴール）

ダーク和秋

ピックアップP ick Up 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。

44


