
1 メダリストから学ぶ !! 走り方教室
北京オリンピックの銀メダリスト高平慎士さんから、走り方を学ぼう ！
パラリンピックの陸上競技種目の体験も実施予定です。

今人気の都市型スポーツ、ボルダリングを体験 ！ 
高さ4ｍ ・ 横幅7mのウォールを登ろう ！

ボルダリング（スポーツクライミング）2

定各回60名（多数抽選）　
申 に記載例（4面）のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。
締7月5日（月）　その他保護者の同伴は1名のみ（体験フロアには入ることはできません）。　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

WEB

車いすバスケットボール
“コート上の格闘技”と言われる車いすバスケットボール ！
競技用車いすを操作しながら、シュートを決めよう ！

3
迫田さおりさんからの動画を、みなさんにお届けします ！ YouTube

「レガスちゃんねる」で公開予定 ！ イベントに参加できなかった方
も、チェックしてみてください ！ お楽しみに♬

動画メッセージ

オリンピック・パラリンピックの種目を体験してみよう ！
半日で3つの種目を体験できる、スペシャルなイベントです ！ 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベント内容に変更が生じる場合があります

7月18日日
①午前の部　  9:30～12:00
②午後の部　13:00～15:30

場新宿コズミックセンター
対①小学1～3年生　②小学4～6年生

3種目 ！ ぜーんぶ体験 ！

Special Guest

北京オリンピック
4×100mリレー 銀メダリスト

高平慎士 さん (富士通）

元バレーボール日本代表の迫田さんが、
みんなと一緒に種目を体験 ！
どの種目を一緒に体験できるかは、
当日のお楽しみ♪
集合写真も撮影予定です。

スペシャルゲストも参加!!ロンドンオリンピック　銅メダリスト迫田さおり さん

事前申込制

チャレンジday! in 新宿チャレンジday! in 新宿
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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。

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



レ ガ ス パ ー ク
お問い合わせは直接各ご連絡先まで

歌個人指導（超苦手～）生徒募集！ 健康に◎
音程、声域、声量や歌の悩みを最先端のボイト 
レで解消!話声にも対応。30分無料体験有!JR
高田馬場駅徒歩2分。フェザー☎03-3362-1920

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

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

🎹あんだんてピアノ教室　☎03-6786-3346
歩くように楽しいレッスン♪(幼児～大人）
無料体験有り　高田馬場4丁目　桐朋音大卒

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。

夏期のコズミックセンタープールの個人利用は混雑緩和および新型コロナウイルス感染症防
止対策により下記のように営業いたします。
例年とは利用方法が異なりますので、ご注意ください。

新宿コズミックセンタープール（個人利用）
夏期利用時間・方法のご案内

新宿コズミックセンター スポーツフリー指導（8月）
初心者の方もお気軽に♪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　8月　②ソフトバレーボール　8月　
③バドミントン　8月～9月（午前・午後・夜間クラス）
※�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。③基本練習やゲームを通して、バドミントンを楽しみましょう！（当
面の間、用品の貸し出しは中止します）

日①②8月3日・24日・31日のいずれも火曜日　①9:30～12:00　②19:00～21:45
　③〔午前クラス〕8月4日・18日、9月1日・15日のいずれも水曜日　10:00～12:00
　　〔午後クラス〕8月13日・27日、9月10日のいずれも金曜日　16:30～18:30
　　〔夜間クラス〕8月11日・25日、9月8日・22日のいずれも水曜日　19:00～21:00　
場  新宿コズミックセンター　2階大体育室
講①②新宿区バレーボール連盟　③新宿区バドミントン連盟
定①②33名　③36名（午後クラスは18名）　※いずれも多数抽選
￥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メールにて当落結果をお送りします。　
WEB

締 7月20日（火）　その他  参加定員などの詳細は財団ウェブサイトをご確認ください。
協力新宿区バレーボール連盟、新宿区バドミントン連盟
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

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、主催者から開催日当日2時間前までに参加者全員に連絡します
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。
主催新宿区グラウンド・ゴルフ協会
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（当日連絡先：Tel�080-6635-9658）

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 7月2日（金）・5日（月）・7日（水）・9日（金）・12日（月）・14日（水）・16日（金）・21日（水）・

23日（金祝）・26日（月）　9:30～12:00
　②7月4日（日）・11日（日）・18日（日）・25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　
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 眞代　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」♪

初級卓球教室8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�  8月5日・12日・19日・26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）
定各クラス8名（多数抽選）　￥全4回 2,100円　
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　（多数抽選の場合、当選者にのみ通知）
 締 7月16日（金）　 協力新宿区卓球連盟　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

日  8月15日（日）　
場新宿スポーツセンター　1階プール（大久保3-5-1）
対区内在住・在学・在勤の方（中学生以上）　
定各競技種目による　
￥ 200円／種目（中学生は無料）
申  実施要項・所定の申込書に、必要事項を記入のうえ、参加料を

添えて新宿コズミックセンター窓口へ。
※受付時間 9:00～19:00
※ 個人や区外の学校に通う中学生は申し込み時に、保護者の同

意が必要です
※ 一般（高校生含む）の方は、参加者本人の同意署名が必要です

締 7月11日（日）　主管新宿区水泳連盟　

新宿区民総合体育大会
ゲートボール水泳競技(中学生・一般）

日  8月28日（土）・29日（日）、9月4日（土）・18日（土）・19日（日）
場戸山公園（箱根山）多目的運動広場（戸山3-2）
対  区内在住・在学の小学生で構成されるチームおよび、新宿区少年サッカー連盟登録チーム。

1部は小学6年生以下、2部は小学5年生以下、3部は小学3年生で構成されるチーム。
定計50チーム　
申  必ず実施要項を確認のうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、郵送またはEメールにて

お申し込みください。
締 7月25日（日）　　

代表者会議　日  8月1日（日）　19:00開始　　場新宿コズミックセンター　3階大会議室
　　　　　　※ 必ず出席してください。

主管（一社）新宿区サッカー協会　新宿区少年サッカー連盟

利用時間  各開始時間から2時間　
①9:05～※ 　②11:45～　③14:25～　④17:05～　⑤19:45～　
※①：8月は8:05～の3時間！

利用方法  2時間ごとの完全入れ替え制です。実施当日の各回開始の60分前から、1階ロビーにて先着
順で入場整理券を配布します。 ※①のみ開館後配布（7月・9月は8:45～／8月は8:00～）

定  各回40名。多目的更衣室利用は2組（1組3名）までとさせていただきます。
¥  大人 400円／回　中学生以下 100円／回
　※ 障がい者の方は、手帳の提示で割引きとなります。大人 200円、中学生以下 50円
注意事項◦ ドライヤー、ビート板、プルブイについては当面の間、貸し出しを休止します（持ち込

みは可）。
◦採暖室、脱水機、冷水機は当面の間、原則利用休止とします。
◦ 男性更衣室については仮設テントによる臨時更衣室へのご案内となる場合がござい

ます。あらかじめ、ご了承ください。
◦ 更衣室内では会話を極力控え、15分以内にご利用ください。
◦利用方法は、新型コロナウイルス感染症の状況等により変更となる場合がございます。

問施設課　Tel�03-3232-7701

①シニアの社交ダンス初心者教室
ワルツ、ルンバの2種目を楽しく学べます。ワルツ・ルンバの基礎ステップをレッスンします。

②こどもダンスうんどう講座
お父さん、お母さんもお子様と一緒に楽しく踊りましょう。

日 8月4日～10月20日の水曜日
　①15:40～16:40　②17:00～18:00　①②ともに全12回
場新宿コズミックセンター　2階多目的室
講①（公社）日本ダンススポーツ連盟公認特定指導員
　②（公社）日本ダンススポーツ連盟公認ジュニア指導員
対①50歳以上の方　②小学生程度の児童と保護者（1名）　定各20名
￥①5,000円　②4,500円　※スポーツ安全保険は別途（加入は任意）
申  に記載例（4面）のとおり記入し、新宿区ダンススポーツ連盟事務局（〒196-

0075 新宿区高田馬場4-35-13 カルムB-101）へ。
　※応募者全員に7月27日（火）までに返信いたします
 締 7月15日（木）
その他  新型コロナウイルス感染症対策として、接触を控えた講座内容で実施します。
主催 問  新宿区ダンススポーツ連盟　Tel 03-5348-2951　Fax 03-5348-2952

参加者・チーム募集！

その他  実施要項と申込書は新宿コズミックセンターで配布のほか、財団ウェブサイトからダウンロードも可。　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

小学生サッカー大会 

※ 対象日程中でも、休館日や事業等の貸し切り
により、ご利用いただけないコースや日程が
あります。プールの予定表をご確認ください

7月 土日・祝日と17日（土）以降の全日

8月 全　日

9月 23日（木祝）までの土日・祝日

対象日程

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。



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。

2021年7月11日
在宅医療と訪問看護

午後2時～3時

〒169-0073  東京都新宿区百人町2-21-1

電子メール k-info@koueisha.co.jp  

●●●●●●●●●●●●●●●●やさしい終活講座やさしい終活講座
話 題

宮田 乃有さん
医療法人社団恵仁会
なごみ訪問看護ステーション

お 話

TEL 0120-556-847 FAX 03-3361-4460

会　場：東京都新宿区百人町2-21-29
　　　　公営社第2ビル 2階
入場料：無料
　会場は10席位、席の予約は電話で

状況により開催中止することもあります

撮影 : 合田昌史

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

健康ウォーキング情報
康歩 く り歩 健一 づ一 、

日 7月13日（火） 　受付 8:40～9:00（解散 12:00頃予定）
集合隅田公園（墨田区向島1-3）
　　最寄駅：�東武伊勢崎線、東京メトロ銀座線、都営浅草線「浅草駅」 出口5より徒歩５分
解散  芝公園（港区芝公園4-10-17）
　　最寄駅：都営三田線「芝公園」駅、都営大江戸線「赤羽橋駅」

￥  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

1NPO法人新宿区ウオーキング協会 第197回例会
  「祝・オリンピック マラソンコース②」 約10km

2レガス健康ウォーキング
  「祝・オリンピック 横浜スタジアム（野球・ソフトボール）」 約8km

隅田公園（スタート）→浅草橋→東日本橋→茅場町交差点→日本橋→
京橋（東京スクエアガーデン）→銀座→西新橋交差点→芝公園（ゴール）

みなとみらい東急スクエア（スタート）→臨港パーク→横浜赤レンガ倉庫→山下公園→
港の見える丘公園→横浜外国人墓地→横浜中華街→横浜スタジアム(ゴール)

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
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。

日 7月21日（水）　受付 8:40～9:00（解散 12:00頃予定）
集合  みなとみらい東急スクエア（神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2）
　　最寄駅：みなとみらい線「みなとみらい駅」 出口５直結
解散  横浜スタジアム（神奈川県横浜市中区横浜公園無番地）
　　最寄駅： JR京浜東北線、横浜市営地下鉄「関内駅」、みなとみらい線「日本大通り駅」

￥  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

新宿区小学生野球大会結果報告
4月4日（日）～5月1日（土）の間、6日にわたり、白熱した試合が繰り広げられました。

高学年の部　
優　勝　淀四ライオンズ　　
準優勝　いちがやチーターズ
第３位　新宿ドリーム
　　　　落三ジュニアファイターズ

問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

低学年の部　
優　勝　津久戸小学校少年野球教室　　
準優勝　四谷フェニックス
第３位　落一アポロ
　　　　いちがやチーターズ

淀四ライオンズ 津久戸小学校少年野球教室

ピックアップP ick Up

夏休み短期集中講座 セミ博士になろう！
この講座を受講してセミ博士になろう！
1日で採集・標本づくり・羽化の観察を行う盛りだくさんの講座です。
夏休みの自由研究にも最適です。羽化の観察は保護者も参加可能です。

場   新宿コズミックセンター　3階大会議室、戸山公園（箱根山）
講NPO法人樹木・環境ネットワーク協会
定各コース25名（多数抽選／区内在住・在学の方優先）　￥ 3,500円（教材費込み）
申  右記QRコードから申し込めます（推奨）。または に記載例（4面）のほか、

緊急連絡先を記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB
 締 7月26日（月）　
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122

コース 日にち 対�象

A 8月16日（月）
小学1・2年生

B 8月17日（火）

C 8月19日（木） 小学3～6年生

スケジュール 内�容

14:30～15:00 セミのヒミツ

15:05～16:15 採集　※小雨決行

16:30～18:00 標本づくり

18:30～20:30 羽化の観察（保護者参加可）
※雨天時は室内に変更

※帰宅時は全コースお迎えをお願いします ※ 20:00以降の外出自粛要請が出た場合は20:00
に終了します

  レガスサイエンス教室

理想的なカラダ作り、
アスリートから学ぶ栄養と運動

今回のテーマは、“栄養学”です。指導経験豊富な講師が、すぐに実践できるよう、わかりやす
く伝えます。生涯学習活動に活かしたい方はもちろん、テーマに興味のある方なら、どなた
でも参加できます。
日 7月31日（土）  10:00～12:00
場新宿コズミックセンター　3階大会議室（大久保3-1-2）
講小池ゆみえ（公認スポーツ栄養士・健康運動指導士）
対  区内在住・在勤の方（新宿区生涯学習支援者バンク登録者優先）
定 30名（多数抽選）　
申  に記載例（4面）のとおり記入し、地域交流課へ。

新宿コズミックセンター窓口での申し込みも可。
    WEB　※1通につき1名のみ
締 7月15日（木）
問地域交流課　Tel�03-3232-5121

知ればきっとためになる！

小池ゆみえ

来て・見て・楽しい 
新宿フィールドミュージアム2021
新宿のまちでは、年間を通して多彩なイベントが
開催されています。7月～11月に区内で開催される
イベントを、「来て・見て・楽しい�新宿フィールド
ミュージアム�2021　しんじゅく　くくく　リン
クするアート＆カルチャー」として、ガイドブック
やウェブサイトで集中的にご案内します。観て・聴
いて・体験して・感じて、新宿のまちの新しい魅力
を見つけませんか。
開催時期 7月1日（木）～11月30日（火）
 内容音楽、美術、演劇、伝統芸能、まち歩き、歴史探訪　ほか

※ 有料のイベントや事前申込が必要なイベントもあります。詳しくは、オフィシャルガイ
ドブックや公式ウェブサイト（https://www.sfm-shinjuku.jp/）などで、ご案内して
います

ガイドブック配布場所  新宿区役所文化観光課（第1分庁舎6階）、特別出張所、新宿文化セン
ター　ほか

主催 問  新宿フィールドミュージアム協議会（新宿区文化観光産業部文化観光課内） 
　　　Tel 03-5273-4069

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）



7月の休館日
のお知らせ

新宿コズミックセンター 12日（月） ／ 大久保スポーツプラザ 19日（月） ／ 四谷スポーツスクエア 12日（月）・17日（土） ／ 新宿文化センター 13日（火） ／ 新宿歴史博物館 12日（月）・26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 5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 12日（月） 〈北新宿・戸山〉 26日（月）

 生涯学習支援者バンク
スポーツや学習、教養・生活・趣味な
ど、さまざまな経験と実績を地域の交
流に活かしていただける方。「○○○が
できるけれど、登録できるかしら？」と
いう方、まずはお問い合
わせください。
問地域交流課
　Tel 03-3232-5121

 日本語学習ボランティア
多文化共生の街・新宿で外国の方の日本語習得を
サポートする方。子どもを対象にした
学習支援事業もあります。
※養成講座受講必須
問地域交流課　Tel 03-3232-5121

 マラソンボランティア
例年１月に開催される「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」に
ご協力いただける方、約1万人が参加するイベントにご協力いただける
ボランティアを募集します。
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

 アーティストバンク
プライベートなコンサートを開きたい、
イベントのアトラクションに音楽を演奏
してほしい、そんな要望に応えて演奏な
どをしていただける方。
音楽・舞踊・演劇など、特
にジャンルは問いません。
問文化・学習課
　Tel 03-3350-1141

 博物館ボランティア
新宿歴史博物館および、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、漱石山房
記念館を活動拠点とし、来館者等へのガイド活動や
博物館が主催する事業のサポートを行います。
※養成講座受講必須。今年度の募集はありません
問新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

 通訳・翻訳ボランティア
新宿区、新宿未来創造財団からの依頼
に基づき、事業の通訳や文書の翻訳で
活動いただける方。例年、新宿区成人
式／「はたちのつどい」などにご協力い
ただいています。
問地域交流課
　Tel 03-3232-5121

 災害時通訳ボランティア
大規模災害などの後に、公共機関、避
難所などで通訳をしていただける方。
多様な言語の方を募集します。
問地域交流課
　Tel 03-3232-5121

学校や家庭、職場で身につけたスキルを、地域で発揮してみませんか。
みなさんのスキルが、人と人をつなぎ、地域の豊かさになります。
新宿未来創造財団では、豊富な経験を有する人材および地域活動やイベント運営への協力意思の
ある人材を発掘し、情報提供や人材活用を図る「人材バンク」を設置しています。

「人材バンク」には、1日限りのものから、じっくり時間をかけて取り組むものまで、
幅広い活躍の場があります。新しい自分を「人材バンク」で見つけてみませんか？

地　域C ommuni t y 問　合　せ
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。

　　　能力を生かしたい・今すぐ登録したい方

　　　関心のある分野で活動したい・
　　　　講座を受けてから活動したい方

　　　イベントで活動したい・
　　　　単発の活動に参加したい方

記　載　例

● 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。

※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

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

の場合郵 送

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）

「人材バンク」
詳しくはこちら

新宿区新宿区のの地域人材地域人材とと区民区民ををつなぐつなぐ

新宿コズミックセンタープール監視員募集
夏の繁忙期の短期アルバイト♪長期継続していただける方も歓迎！
未経験の方でも研修期間があるのでご安心ください♪
勤務日  週1日〜OK（土日・祝日含む）　 勤務時間 8:30〜22:00の間で応相談
勤務地  新宿コズミックセンター　地下1階プール
応募資格 高校生以上の健康な方（国籍・学歴不問）　採用若干名　
時給 1,050円（研修時 1,013円）　※交通費実費相当額支給（1日上限 1,000円）を支給
休暇年次有給休暇（長期継続の方のみ対象。規程に基づく休暇発生月から所定労働日に基づき付与）
申  事前に電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）を新宿コズミックセンターまでお持ちください。
問施設課　Tel 03-3232-7701

勤務時間  7月20日（火）〜8月25日（水）の月〜金曜日／週1〜5日　9:50〜18:10のうち
2〜8時間程度

勤務地  当財団で運営する新宿区内の小学校放課後子どもひろば（勤務地は応相談）
応募資格  高校生以上で子どもと接することが好きな方（資格・経験不問）
時給  1,050円　※交通費実費相当額（1日上限1,000円）を支給
申  事前に電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）を新宿コズミックセンター

までお持ちください。
その他  ◦7:50から、もしくは19:15までの勤務を相談する場合あり。
　　　◦ より詳しい内容は、右記QRコードのリンク先か下記お問い合わ

せ先まで。
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122

☆未経験でも「子どもが好き」という気持ちがあればOK☆

夏の短期アルバイト募集!!夏の短期アルバイト募集!!
放課後子どもひろば

1,050円時 給資格・経験不問！ 
週1からOK！ 

【夏の短期
アルバイト募集】
放課後子どもひろば

スタッフ

大久保スポーツプラザ庭球場の利用休止
改修工事および照明のLED化のため、下記期間中は利用を休止します。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
休止期間 9月21日（火）〜令和4年3月31日（木）　
対象施設大久保スポーツプラザ　庭球場（大久保3-7-42）
その他  期間は変更となる場合があります。庭球場以外は通常どおり営業いたします。
問〔利用について〕施設課　Tel 03-3232-7701
　〔工事について〕新宿区生涯学習スポーツ課（本庁舎1階）　Tel 03-5273-4358
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