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20 日 号

レガス科学講座スペシャル

Tel 03-3232-7701
（代表） Fax 03-3209-1833

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、新宿未来創造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。

国際都市新宿
踊りの祭典2021
新宿文化センターダンスプロジェクト2021
国際都市「新宿」が毎年秋にお送りする国際
交流イベントです。多文化を継承するパフォー
マーの雄姿をお見逃しなく！

11月13日（土）11: 00 ～ 19: 00
※大ホール以外は17:00まで

ゲスト出演：楊雪

事前申込制
ご観覧の流れ

申 新宿文化センターウェブサイト

から、事前にお申し込みのうえ、
①新宿文化センターウェブサイトからお申し込ください。
ご来場ください。
締 11月12日
②申し込み完了メールがご登録のアドレスに届きます。
（金） 17:00まで
共催 新宿区
当日1階にて受け付け
問 新宿文化センター Tel 03-3350-1141
③各会場にてご観覧

大ホール

●楊雪と楊雪二胡楽団／二胡演奏 ●中野七頭舞・一の会／郷土芸能 ●レイナニ フラ スタディオ／フラダンス ●日本ヨハン・シュトラウス協会／ヨーロッパ宮廷舞踊
●アフリカンダンスとジェンベの会
『MAMADO』
／アフリカンダンス ●LEAP DANCE CONNECTION／ジャズダンス ●バーンラバムタイ舞踊団／タイ舞踊
●Nani Kai RG ナニカイ新体操クラブ／新体操 ●かっぽれ新宿駒乃会／江戸芸 ●Kaupili Hula Studio／ハワイアンフラ ●ギリシャダンス"ケフィ"／ギリシャ民族舞踊
●フラサークル ナーマヌ／ハワイアンフラ ●インドネシア舞踊グループ Duta Melati／インドネシア舞踊 ●金春江韓国伝統舞踊研究院／韓国伝統舞踊 ●Lotus Kelebek／トルコ民族舞踊
●Annur bellydance studio／ベリーダンス ●チーム・アンジェラ・ラーガ／ボリウッド・ダンス ●Chappy／Hip hop,jazz Dance(キッズダンス) ●スクエア／チアダンス
●新宿カントリーダンスクラブ／スコティッシュダンス
●なんくるエイサー／創作エイサー
小ホール

●Uyghur Dance Tokyo／ウイグル民族舞踊と音楽 ●中国舞踊天地／中国古典舞踊 ●舞♡・玉響／日本舞踊 ●秋元加代子タイ舞踊団／タイ舞踊
●ラビ ベリーダンス スタジオ／ベリーダンス ●メヒコ・イ・スズ・トラディシオネスと新宿メキシカンダンス／メキシコ民族舞踊
●日本スリランカきずな協会&アールイー／スリランカ伝統舞踊キャンディアンダンス ●Belly Divas／ベリーダンス ●Duta Melati ガムラングループ／ガムラン演奏
●てらなんちょ／民族楽器・手作り楽器演奏 ●Alsuhana／ベリーダンス ●鳳仙功舞踊研究所／鳳仙功舞踊・中国舞踊 ●ウメトバエワ・カリマン／キルギスのコムズ演奏
大ホール1階ホワイエ

●クラフト・アジア・南米／缶バッジ、オリジナルバック、ポーチ ●Mercado de Tierra／東南アジアの民芸品など ●MiSHKeT／ドイツの煙出し人形ほかクリスマス雑貨
●トコ プルメリア （Duta Melati）
／アジアン雑貨 ●チニーズ／スパイス、装飾手芸用品、アクセサリー、エスニック雑貨販売 ●日本スリランカきずな協会&アールイー／スリランカ雑貨販売
注意事項 ● 会場内での撮影はお断りします ● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度はワークショップおよびケータリングカーによる飲食販売は行いません

i

お知らせ

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。

※●団体名／内容の順
（掲載は順不同）

1

S p o r t s スポーツ

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。

区民初心者ゲートボール教室

楽しい
チームスポーツ
老若男女だれでも楽しめる「ゲートボール」。もともとは若い人向け
♪
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。 「ゲートボール」
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①11月1日
（月）・5日
（金）
・8日
（月）
・10日
（水）
・12日
（金）・
15日（月）・17日（水）
・19日
（金）
・22日
（月）
・24日
（水） 9:30～12:00
②11月7日（日）・14日
（日）
・21日
（日）
・28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）
、および、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

新宿コズミックセンター

初心者の方もお気軽に♪

スポーツフリー指導
（12月・1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
③バドミントン

12月 ②ソフトバレーボール 12月
12月～1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①②12月7日・21日いずれも火曜日 ①9:30～12:00 ②19:00～21: 45
③
〔午前クラス〕
12月1日、1月5日・19日いずれも水曜日10:00～12:00
〔午後クラス〕
12月10日・24日、1月14日・28日いずれも金曜日16:30～18:30
〔夜間クラス〕
12月8日・22日、1月12日・26日いずれも水曜日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 新宿未来創造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メールにて抽選結果
をお知らせします。
WEB
締 11月20日
（土）
その他 当 選者の方以外の参加はできません。ロッカーおよびシャワーはご利用いただけませ
ん。また運動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。
参加定員などの詳細は新宿未来創造財団ウェブサイトをご確認ください。
協力 ①②新宿区バレーボール連盟、③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

新 宿区民総合体育大会
参 加者・チーム募集

新型コロナウイルス感染症の対策を十分講じたうえで実施します。参加者の皆様も健康管理
を各自でしっかりと行っていただき、感染症対策にご協力をお願いいたします。

ゲートボール競技

11月6日（土） 9:00～

種目 共通

場 戸山公園
（箱根山）
多目的運動広場
（戸山3-2）

区内在住・在勤・在学の方
（年齢・性別不問）
※1～４名でも申し込み可
（チーム編成は主管団体が行います）
￥ 200円／名 ※大会当日受付時集金
申 10月22日
（金）
～31日（日）
までに申込書に必要事項を記入し、新宿区ゲートボール協会・
亀山（西早稲田2-4-5）
に持参、もしくはFAX
（Fax 03-3202-5231）
で申し込み。
主管 新宿区ゲートボール協会
問〔ゲートボール競技について〕
新宿区ゲートボール協会・亀山（Tel 070-6461-1901）
〔区民大会について〕
スポーツ・マラソン課 Tel 03-3232-7701
参加資格

対 どなたでも

一 歩 一 歩 、健 康 づ く り

健康ウォーキング情報

定

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11月15日
（月）・17日（水）・19日（金） 8:30～12:00
場 戸山公園
（箱根山）多目的運動広場（戸山３-2）
講 新宿区グラウンド・ゴルフ協会指導員 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）。当日は動きやすい服装、運動靴でご参加ください。
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へ連絡します。
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）

親子スポーツチャレンジ 2021

スポーツを経験したことがなく運動が苦手なお子さまでも、遊び感覚で走る、跳ぶ、投げる
など、運動発達に必要な36の基本動作を楽しみながら身につけられるプログラムです。
日11月23日
（火祝） ①10:30～12:00 ②13:30～15:00
①②とも2クラス
（1クラス30組）
場 新宿コズミックセンター 2階大体育室
対 区内在住・在園の4～6歳
（未就学児）
とその保護者 2名1組
定 各クラス30組
（多数抽選）
￥ 1,100円／組 ※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

※当落結果は当選者にのみ、11月16日（火）
までにご案内を郵送します
締 11月10日
（水）
問 スポーツ・マラソン課
Tel 03-3232-7701

東京ヴェルディ
「新宿区ホームタウンデー」
Jリーグ、東京ヴェルディの公式戦に新宿区のみなさまをご招待！
日11月21日
（日） 14:00キックオフ
2021明治安田生命J2リーグ 第40節 東京ヴェルディ vs FC琉球
①招待
場 味の素スタジアム
（ホームタウン
（調布市西町376-3）
デー対象の方）
対 ①区内在住・在勤・在学の22歳以下の方および65歳以上の方
②区内在住・在勤・在学の方
③どなたでも
定 競技場収容人数に達した時点で受付終了
￥ ①無料 ②1,000円
②区民優待
③バックB 席
③一般 1,500円 22歳以下および65歳以上の方 1,000円
（一般の方）
特別優待
小・中学生 500円
©TOKYO VERDY
申 右記QRコードからお申し込みください。今回から
バックB席の特別優待価格もご用意しました。
締 11月20日
（土） 23:59まで
主催 東京ヴェルディ
（株）
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

12なし 320名（先着順）

申 12不要。当日受付時間内に、直接集合場所へ。311月8日
（月）
～25日（木）
の間に、電話またはFAXにて、氏名・住所・年齢・電話

番号と
「第6回 いきいきウォーク新宿」
に参加の旨をお伝えください。 ※雨天決行
運動しやすい服装
（スカート不可）
・運動靴・マスク着用でお越しください。飲み物・帽子・雨具などは各自でご用意ください。
その他 各コースとも、歩行形態は約10名
（3は5名）
ごとの小グループの予定です。

服装 持ち物

1NPO法人新宿区ウオーキング協会 第201回例会

2レガス健康ウォーキング

3第6回いきいきウォーク新宿

日 11月9日
（火）

日 11月17日
（水）

日 11月26日
（金）

集合

集合 JR山手線
「目白駅」前（豊島区目白3-3-1）

「晩秋の武蔵国分寺跡と国分寺公園を
歩く」約10km

受付 8:40～9:00
（解散 12:00頃予定）
殿ヶ谷戸庭園（開放公園区域）
（国分寺市南町2-16）
最寄駅：JR中央線、西武国分寺線・多摩湖線
「国分寺駅」
南口
解散 いずみホール前
（国分寺市泉町3-36-12）
最寄駅：JR中央線・武蔵野線
「西国分寺駅」
殿ヶ谷戸庭園
（開放公園区域）
（スタート）
→国分寺街道→
武蔵国分寺跡→黒鐘公園→武蔵台公園→
むさし台緑道→真姿の池湧水群→武蔵国分寺公園→
いずみホール前
（ゴール）

￥ 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

2

日 日時

場 会場

出 出演

講 講師

曲 曲目

対 対象

「都電沿いに豊島区を通って飛鳥山まで」
約8km
受付 9:00～9:20（解散 12:00頃予定）

最寄駅：JR京浜東北線、東京メトロ南北線「王子駅」
目白駅前
（スタート）
→花のはし→雑司ヶ谷鬼子母神堂→
雑司ヶ谷霊園→大塚台公園→折戸通り→庚申塚→
妙行寺
（お岩さん墓）
→飛鳥山公園
（ゴール）

￥ 会員 200円、一般 400円

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
締 締め切り

解散 早稲田公園
（早稲田南町37）

最寄駅：東京メトロ東西線「早稲田駅」
若松地域センター
（スタート）
→抜弁天→箱根山→
穴八幡宮→夏目坂→漱石山房記念館→
早稲田公園
（ゴール）

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

主催（公財）
新宿未来創造財団

￥ 料金
（税込み） 申 申し込み

受付 10:00～10:15（解散 13:00頃予定）

集合 若松地域センター
（若松町12-6）

最寄駅：都営大江戸線「若松河田駅」

解散 飛鳥山公園
（北区王子1-1-3）

定 定員

「箱根山から漱石山房記念館」
約4km

問 問い合わせ

このマークの催しは無料で参加できます。

H istor y 歴 史

問い合わせ

夏目漱石の門下生の一人、森田草平。
この秋、漱石永遠の弟子を自称した草平と漱石の、
師弟の交流に触れてみませんか？

生誕一四〇年記念

永遠の弟子森田草平

本

よねまつ

名◦森田米松

生没年◦明治14年（1881）
～昭和24年（1949）。享年68
代表作◦長編小説として
『煤煙』
『自叙伝』
『輪廻』
がある。

略 歴◦
明治14年（1881） 亀松・とくの長男として出生。書がうまいと評判だった。
み なわしゅう

明治33年（1900） 森鷗外の
『水沫集』
を耽読し、文学を志す。
明治36年（1903） 下宿先が偶然、樋口一葉の旧居（本郷区丸山福山町）
と知り、感激する。
明治38年（1905） 漱石の門下生となる。
はる

明治42年（1909） 漱石の紹介により朝日新聞に、
「煤烟」を連載する。本作の評価により社会
的な復活を果たす。
漱石主宰の朝日文芸欄の編集を担当する。
大正6年（1917）   最初の
『漱石全集』
の校正・編集を担当する。
大正9年（1920）   法政大学英文学科教授となる。

森田草平
（もりた・そうへい）

昭和9年（1934）   法政大学内の派閥争い
（法政騒動）
により辞職。
昭和20年（1945） 空襲で東京の住居が焼失。長野県下伊那郡伊賀良村（現飯田市）
に疎開。
昭和23年（1948） 共産党入党。

話

風

◦木 曜会で虎
（漱石）の尾を踏んでしまう。
「生意気言うな！貴
様は誰のお蔭で社会に顔向けできたと思うのか！」
◦門下生となった当初、漱石と長文の書簡のやり取りをしてお
り、漱石の有名な書簡は、草平宛のものが多い。
「小生は人に手紙をかく事と人から手紙をもらふ事が大すきで
ある。そこでまた一本進呈します。
（
」草平宛て漱石書簡より）

会期 開催中～11月28日
（日）

月曜日（祝休日の場合は翌平日）

時間 10:00～18:00
（入館は17:30まで）
場 2階資料展示室

¥ 一般 500円、小中学生 100円

早稲田南町の書斎に於ける漱石 大正 3 年
（1914）
12 月

（小中学生は土日・祝日無料）

P ic k U p ピックアップ

地域活動の情報発信・共有における
映像制作の基本知識
地域活動の情報発信や共有などのとき、スマホなどの動画撮影で困っていませんか？
この講座では、映像制作をする時の基本知識や上手に撮影するちょっとした方法など、どの
ように撮影するべきか、わかりやすく解説します。
※映像制作に慣れていない方を対象とした入門講座です。実技ではありません
日 12月4日
（土） 10:00～12:00
場 新宿コズミックセンター 大会議室
講 西尾典洋
（目白大学メディア学部准教授）
対 どなたでも
（区内在住・在勤の方優先） 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 11月19日
（金）
西尾典洋
問 地域交流課 Tel 03-3232-5121

（目白大学メディア学部准教授）

奇術の楽しさを
知ってみませんか？
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 中野雄介 日 12月19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）
内容
（予定）講師によるミニ・マジックショーと、参加者が実際に奇術にチャレンジするワー
クショップの2本立てでお送りします！ ※変更となる場合があります
ミニ・マジックショー：コインを使用したマジックやカード当て など
ワークショップ：輪ゴムやトランプ、紙幣を使った簡単ながら本格的なテーブ
ルマジック
対 小学４年生以上 ※小学生は保護者同伴が必要です
定 30名
（多数抽選）
￥ 500円
（教材費として別途500円かかります） 持ち物 はさみ
申
に記載例（4面）
のほか、小学生の場合は同伴者の氏
名も記入し、新宿コズミックセンターへ。   WEB
締 11月23日
（火祝） 協力（公社）日本奇術協会
問 スポーツ・マラソン課 Tel 03-3232-7701
中野雄介
※新型コロナウイルス感染症の状況により、定員を変更して実施する場合があります

ボランティア養成講座

外国につながりを持つ児童・生徒の教科支援。仕事・学校帰りに週1回からボランティアできます。
1

11月13日（土）

時

間

15:00～17:00

内

容

講義❶

場 新宿コズミックセンター
対 次の①～③のすべてに該当する方

①子どもへの学習支援ボランティア活動をする意欲が
2 11月20日（土）
講義❷
ある方
3 11月27日（土）
実習❶
②原則として全回出席可能な方
17:30～20:30
4 12月  4日（土）
実習❷
③講座終了後ボランティアとして活動できる方
定
10名
（多数抽選）
5 12月11日（土） 15:00～17:00
講義❸
申
に記載例
（4面）
のほか、希望クラス
（
「小学生ク
※実習❶❷は中学生クラス
（宿題・試験対策）
ラス」または「中学生クラス」）
「応募理由」を記入し、
、
※小学生クラスを希望する場合は、別途11月25日
（木）
新宿コズミックセンターへ。   WEB
～12月9日
（木）
の期間
（火または木曜日17:30～19:00）
※11月5日（金）
までに、当選通知を郵送します
に実習を2回行います
（中学生クラスの実習は免除）
締 10月31日
（日） 問 地域交流課 Tel 03-3232-5121

i

貌

◦「草平さんは少し反っ歯で額が狭く頭の恰好はよくないが、色が白かった。
身なりに構わない様でお洒落で、つまり洒落れるつもりでいて何かに気を
取られるとそっちを忘れてしまうと云う風であった。
」
◦「いつでも金縁眼鏡を掛けていて、銀縁の私にお説
教する。銀縁はおよしなさい。見っともないだけで
なく、外した後に黒い形がついたり、さわりが悪い。
眼鏡は金縁に限ったものですよ。体裁ばかりでな
く、鼻や耳にあたる工合が柔らかくて、矢っ張り金
と云うものはいいですなあ。」
◦「手先の不器用な人で万年筆にインキを入れる時は
必ずインキをひっくり返した。いつもオノトでペン
先は広いのが好きであった。鼻の奥だか咽喉だかを
微かに鳴らしながら、太い字で一生懸命に何か書い
平塚らいてう
ている」
ひゃっけん
そうへい き
（提供：日本近代文学館）
（以上、同門の内田百閒
「実説艸平記」
より。引用文は読
みやすさを考慮し、現代仮名遣いに改めた。）

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。

知ればきっとためになる！

日にち

ら い ちょう

明治41年（1908） 平塚明
（平塚らいてう）
と心中事件（煤煙事件・塩原事件という）
を起こし、
漱石に保護される。
牛込区筑土八幡前町、横寺町と転居し、小説を執筆。

開催中

№

※漱石の14歳下。

出身地◦岐阜県稲葉郡鷺山村大字鷺山（現岐阜市鷺山）

逸

こどもクラブ新宿

Fax 03-3205-0211

～森田草平ってこんな人～

令和3年度
漱石山房記念館《特別展》

休館日

漱石山房記念館 Tel 03-3205-0209
https://soseki-museum.jp/

お知らせ 『Oh! レガス新宿ニュース』に広告を掲載しませんか？

区民プロデュース広報支援事業
申請団体募集

区民プロデュース広報支援事業とは、運営団体（サークル）の活動周
知について、新宿未来創造財団が支援を行うものです。財団広報紙や
ウェブサイト上で活動紹介や参加者募集ができます。
対 詳しくは、新宿未来創造財団ウェブサイトおよび新宿文化センター、
新宿コズミックセンター、各生涯学習館にて配布の募集要項をご確
認ください。
定 12団体
申 11月12日
（金）
までに、新宿文化センターへ電話のうえご来館くださ
い。事業について個別に説明し、申請書類を提出していただきます。
※令和4年4月以降実施の事業周知となります
問 新宿文化センター Tel 03-3350-1141

詳しくは https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/ Tel 03-3232-7701（平日 9:00 〜 17:00）
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K i d s 子ども

12月18日
（土）

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。

問い合わせ

子ども支援課

Tel 03-3232-5122

体験や工作を中心とした
科学講座の特別編！

サイエンス特別講座

レガス科学講座スペシャル
動物についての特別一斉講座と選択講座を2つ選んで受講できるスペシャルデー！
新宿コズミックセンターで科学に触れる体験をしよう!!
込 みはコ

①食品
サンプル作り!

し
〔午後の部〕
11:30～15:15
場 新宿コズミックセンター 2階大体育室 ほか
※大体育室・大会議室とも入室は参加児童のみ
（保護者の入室不可）
対 小学生
（区内在住・在学者優先）
定〔午前の部〕
60名 〔午後の部〕60名 ※ともに多数抽選 ￥ 1,600円
申「午前の部」
か「午後の部」を選んで、インターネット
（推奨）
または
でお申し込み
ください
（応募多数の場合は抽選となります）。
の場合は、記載例（下段）
のほか、
緊急連絡先・希望の部
（午前か午後）
を記入し、新宿コズミックセンターへ。受講案内が届
きましたら、参加費のご入金をお願いします。
WEB
③潜望鏡を
作ろう!
締 11月19日
（金）

午前の部

ラ
チ

お申

日 12月18日
（土）〔午前の部〕9:00～13:00

ところ ?
②宇宙ってどんな

④おサカナまるごと
ウォっちんぐ!

⑤空気の力を
体感してみよう!

午後の部

9:00～9:30

9:30～10:00

10:00～10:45 11:00～11:45 12:00～13:00

受付・整理券抽選

選択講座予約

選択講座1回目 選択講座2回目

特 別 一 斉 講 座

12:00～
13:00

『これまで出会った
いろんな動物と、
そこから学んだこと』
動物の本の執筆やテレビ番組への出演
などで知られる、
“どうぶつ科学コミュ
ニケーター”
の大渕先生と新宿コズミッ
クセンターをオンラインでつなぎ、動
物のヒミツを教えてもらいます。知る
と動物園がもっと楽しめる!!
興味がある人は、申し込み備考欄に好
きな動物を書き入れてね！大渕先生が
取り上げてくれるかも!?
場 2階大体育室
おお ぶち ま さと
講 大渕希郷
（どうぶつ科学クラブKOBE代表）

座

受付・整理券抽選

特別一斉講座

名

場

所

選択講座予約

選択講座1回目 選択講座2回目

※特別一斉講座は午前の部・午後の部合同で行います
内

容

講

師

①

科学であそぼう！
各回20名
食品サンプル作り！

ほんものそっくりのグミと、おいしそうなミニ
ナポリタンを作ります。人工イクラ作りの体験 岩立直子
も行い、私たちの身近にあるいろいろな科学を （くりの木倶楽部）
学びましょう！

②

宇宙って
どんなところ？
～宇宙での生活～

各回15名

宇宙ってどんなところ？ 宇宙のお話を聞いて、
日本宇宙少年団
実際にロボットアームや宇宙空間での作業を
東松山分団
体験することができます！

各回15名

都立戸山高校の実験教室！ 潜望鏡作りで光の
性質を知ろう！ 光る物質を取り出したり、色が
変わる信号反応、時計反応の実験を行います！

各回15名

煮干しを使った簡単な標本づくりと顕微鏡によ
る観察を通して、魚の体の仕組みと海の生態系
について学んでみよう！ 人間と海のつながりに
ついても学べます！

③

『光と色の科学』
せんぼうきょう

『潜望鏡を作ろう！』

ひょうほん

④

おサカナまるごと
ウォっちんぐ！

都立戸山高等学校

けん び きょう

船の科学館

きゅうばん

⑤

ヘビのタマオも
参加予定です！

講

12:00～13:00 13:00～13:30 13:30～14:15 14:30～15:15

ここから2つ体験できます！

選 択 講 座
No.

特別一斉講座

11:30～12:00

空気の力を
体感してみよう！

各回15名

マットが吸盤みたいに取れなくなる！ 触れずと
も缶がぺしゃんこに！ 容器内のスポンジの形が
ま ほう
変わる！ 魔 法 のような空気の力を実験や工作
で体感できます！

日本大学理工学部
駿河台理科教育
サークル

選択講座について
◦午 前の部、午後の部の
両方に参加をすること
はできません。
◦選択講座の予約は当日
に行います
（先着順で
はありません）。
◦希望多数の講座は抽選
となるため、受講でき
ない場 合がございま
す。ご了承ください。
◦同じ講座を2度受講す
ることはできません。
※選択講座は午前の部・
午後の部とも同内容です

この事業は
『子どもゆめ基金』
の
助成を受けて実施いたします。

大渕先生とタマオ

レガスサイエンス教室

危険生物専門の先生から学ぼう！

1
「有毒生物⁉ ～ヘビの世界～」

2
「暮らしに役立つ⁉ 危険な生き物」

身近にいるのかいないのか、知っているようで知られていない
生物「ヘビ」。ニョロニョロと進み、毒をはじめとする生態には不
思議がいっぱい。種類もいろいろ。ふだん、あまり見ることがで
きない標本を観察しながら生物をわかりやすく学んでみよう。

ヘビ・ハチ・ヒアリ…人間に恐れられている
危険な生き物たち。しかし、そんな彼らの特徴
や生態にも、私たち人間の暮らしを豊かにする
ための良いヒントが隠されています。標本観察
をしながら生物の特徴や生態を学び、どのよう
に暮らしに役立つか考えよう。
QRコードから
お申し込み
日 11月14日
（日） 14:00～15:15
いただけます！
対 小学3～6年生 定 20名
（多数抽選）

コース
A
B

時

間

象

定

員

3階大会議室

QRコードから
お申し込み
いただけます！

いずれか）
を記入し、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、区内在住・在学者を優先します
締 10月26日
（火）
その他 教室への入室は、参加児童のみ
（保護者の入室不可）。

￥ 1,150円
（材料費込み）

講座申し込み時のお願い
● 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。

郵送
❶
❷
❸
❹
❺
❻

あ

記 載 例
申し込む講座名・公演名
郵便番号・住所
氏名（ふりがな）
電話番号
年齢
名称と所在地

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）

インターネット

て

先

新宿コズミックセンター

往信（表）

の場合

（地域交流課、子ども支援課、施設課、スポーツ・マラソン課）

（新宿区内在勤・在学の場合）

! 講座によって

に記載例（下段）
のほか、緊急連絡先、1は希望コース
（A・Bの

申 インターネット申し込みを推奨しています。または

講 西海太介
（（一社）
セルズ環境教育デザイン研究所）

申 込 方 法

4

対

11月14日 9:50～10:50
小学
各コース20名
（日）
11:30～12:30 1・2年生 （多数抽選）
場 新宿コズミックセンター

共通

1
2

日にち

（63 円）の場合と、

返信（裏）

申込先

記入
しない

漱石山房記念館

返信（表）

往信（裏）

新宿文化センター

お客様の
ご住所
お名前

記載例
など

〒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
〒162-0043 新宿区早稲田南町 7
〒160-0022 新宿区新宿 6-14-1
（126 円）の場合があります。

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

※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

レ

ガ

ス パ ー ク

緊急避難措置による在留資格変更手続無料！
実費のみいただきます。他visa申請承ります
お問合せはメールで→yasuda@gyosei.or.jp
行政書士安田事務所 安田経営企画
お問い合わせは直接各ご連絡先まで
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。
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=154562

・22日（月）／ 林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館・
11月の休館日の 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）
・8日（月）
・15日（月）
・22日（月）
・29日（月）／ 漱石山房記念館 1日（月）
・8日（月）
・15日（月）
・22日（月）
・29日（月）
・30日（火）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉8日（月）
〈北新宿・戸山〉22日（月）
お 知 ら せ 中村彝アトリエ記念館 1日（月）

