
今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベント等が中止・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。

★上映中の入退場自由。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。
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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

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。

春番組「星空散歩 春／セブン・ワンダース～世界の七不思議」
　5月22日（日）

夏番組「星空散歩 夏／ピーターパンと宇宙へGO ! 」
　6月26日（日）
　※字幕付き「わくわくプラネタリウム」の詳細は下段をご確認ください
　7月9日（土）・17日（日） 
　8月5日（金）・6日（土）・12日（金）・13日（土）・14日（日）・20日（土） 

秋番組「星空散歩 秋／バイオレント・ユニバース」
　9月10日（土）・18日（日） 
　10月8日（土）・16日（日）・23日（日）
　※23日は字幕付き「わくわくプラネタリウム」
　11月12日（土）・20日（日）

冬番組「星空散歩 冬／星夜の幻灯会（宮沢賢治原作）」
　12月10日（土）・18日（日）　
 ～2023年2月まで

木管五重奏カラフル　親子で楽しむ星空コンサート
　6月18日（土）　※要事前申し込み。申し込み受け付け中（5月31日（火）まで）

ピアノ＆尺八コンサート
　7月16日（土）　※要事前申し込み

講演「宇宙と星空のふしぎ２０２２　～宇宙人はいますか？～」
　7月24日（日）　※要事前申し込み
このほかにも、幼児向けの「星空のおはなしまつり」や
星空コンサートなどを予定しています。
詳しくは今後の『Oh ！ レガス新宿ニュース』でお知らせします。

新宿コズミックセンタープラネタリウム　今後の予定

6月18日（土）　日の出　惑星勢ぞろい
　南の空に月がうかび、東の地平線に向かって 
　土星・海王星・木星・火星・天王星・金星・水星が並びます。
　肉眼ではどこまで見えるでしょうか !?

7月14日（木）　3:30頃　スーパームーン
　満月が地球に最接近します。

8月1日（月）～7日（日）　「スター・ウィーク」星空に親しむ週間
　星空に親しんでもらおうと呼びかけたキャンペーンです。
　今年は8月4日（木）が旧暦の七夕でもあります。

8月12日（金）～13日（土）頃　ペルセウス座流星群
　天球を放射状に流れ星が見られます。

11月8日（火）18:00～22:00頃　皆既月食
　同じ時間帯で、赤銅色に変色した満月が天王星を隠す、天王星食も見られます。

12月1日（木）　火星大接近
　約2年2ヵ月ぶりに火星が地球に大接近 ！ 

そのほか、NASA「アルテミス計画」やJAXA「H3ロケット」打ち上げ計画、
 民間ロケット打ち上げなども計画されています。

★ 2 0 2 2 年 の 天 体イベント★★ 2 0 2 2 年 の 天 体イベント★

2022年
この街で、
宇宙を
感じる。
大都会新宿。

街明かりの眩しさが少し和らぐ場所を探して、 

夜空を見上げると、 

広大な宇宙から瞬く星々が、 

さまざまな物語を語りかけてきます。 

新宿コズミックセンター
プラネタリウム

星空散歩では夏の星空とギリシャ神話第一の英雄、ヘルクレスの物語を紹介します。
そして、全天周映像でみんなの友だちピーターパンと太陽系の惑星たちをめぐる冒険をします。

日 6月26日（日）11:00開始（10:30開場）　※投影時間約50分
場新宿コズミックセンター 8階プラネタリウム
対バリアフリー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 100名（先着順）
￥ 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。　※受け付け時に検温を実施します
協力@字幕サークル
その他 マスクの着用など、新型コロナウイルス感染症対策に
　　　ご協力ください。
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

バリアフリー 「 わくわくプ ラネタリウ ム 」

＠GOTO/キャラクター：
スタジオ・ザインHearingLoopMark

日程はいずれも予定です。時間など詳しくは、
新宿コズミックセンタープラネタリウムウェブサイトを確認ください。  
問スポーツ・マラソン課　Tel  03-3232-7701
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中高年シニアの婚活応援スマホでお相手探し
顔写真非公開等も可能です。（個人情報厳守）
ブライダルスワン☎03-5962-7704 片山

レ ガ ス パ ー ク
お問い合わせは直接各ご連絡先まで

● 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。

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

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

記　載　例

申 込 方 法

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）

※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

講座申し込み時のお願い

「きつい」と感じる講座も、参加者のみなさんと一緒になら
ちょっと頑張れる！初心者でもOKな筋トレ講座です。筋力アッ
プで毎日元気に過ごしましょう！
日7月27日～10月5日の毎週水曜日　19:00～20:00　全10回
　※8月10日を除く　場 3階 和室　講ムラタ　定20名　
￥5,100円　持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

夏バテ防止とスポーツの秋に向けて、ヨーガで体力づくりをし
ませんか？心と身体をリフレッシュして、翌朝の爽やかな目覚
めと活力を！
日 7月27日～10月5日の毎週水曜日　20:20～21:20　全10回
　※8月10日を除く　場地下1階 多目的広場　講今田智子　
定22名　￥5,100円　持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

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15日～10月3日の毎週月曜日　9:30～10:30　全6回
　※9月12日・19日を除く　
場 2階 多目的室　講蔭山雅之　定 24名　￥ 3,100円　
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

日々の習慣によりアンバランスになった骨盤周辺の筋肉を鍛え
て、全身の血行促進と姿勢改善を目指します。
日 7月27日～10月5日の毎週水曜日　12:30～13:30　全10回
　※8月10日を除く　場地下2階 多目的ホール　講鈴木菊
定30名　￥5,100円
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

バンド、ボール、ダンベル等のアイテムを使用し、インナーマッ
スルを短時間高強度で鍛えていきます。
日 8月6日～10月8日の毎週土曜日　10:45～11:45　全10回
場地下1階 多目的広場　講ワカバ　定 22名　￥ 5,100円
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

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
ます。姿勢を整え日常生活をより快適に！
日7月26日～10月4日の毎週火曜日　12:50～13:50　全10回
　※8月9日を除く　
場地下1階 小体育室　講長友珠紀　定 45名　￥ 5,100円　
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

古代エジプト発祥のベリーダンス！楽しく踊りながらもダイ
エットに効果があります。健康的な身体を目指しましょう！
日 7月27日～10月5日の毎週水曜日　19:00～20:00　全10回
　※8月10日を除く　場 2階 レクリエーションホール　
講曽田なつみ　定15名　￥5,100円
持ち物  靴下（必要な方）

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28日～10月6日の毎週木曜日　14:15～15:15　全10回
　※8月11日を除く
場地下1階 多目的広場　講長友珠紀　定 22名　￥ 5,100円
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル

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15日～10月3日の毎週月曜日　10:55～11:55　全6回
　※9月12日・19日を除く
場 1階 第二武道場　講あかり　定 25名　￥ 3,100円　
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル、スポーツタオル

高音、低音の発声ポイントを習い課題曲を練習します。発声のコツを掴み、歌唱力アップを目指し
ましょう！
日 7月27日～10月5日の毎週水曜日　14:00～15:00　全10回　※8月10日を除く
場地下2階 多目的ホール　講美波チエ　定30名　￥5,100円　持ち物 室内用運動靴

ソロで踊るサルサダンス（シャイン）基本のリズム、ステップ、スタイリングを覚えながら
ラテンの音楽に合わせ楽しく踊りましょう。初めての方も大歓迎です！
日 7月28日～10月6日の毎週木曜日　19:00～20:00　全10回　※8月11日を除く
場地下2階 会議室N　講セルツァー　定20名　￥5,100円　持ち物  室内用運動靴

ちょっと頑張る！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

カラダ！調整ストレッチ

骨盤調整ヨガ
in 四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）

健やかワークアウト

体幹ストレッチ

水曜／夜のコース

水曜／夜のコース

月曜／午前のコース

水曜／午後のコース

土曜／午前のコース

火曜／午後のコース
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脂肪燃焼ベリーダンス！
in 住吉町生涯学習館（住吉町13-3）

ペルビックストレッチ

ゆったり骨盤体操

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

初めてのサルサダンスシャイン in 四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）

水曜／夜のコース

木曜／午後のコース

月曜／午前のコース

水曜／午後のコース 木曜／夜のコース
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短期スポーツプログラムを
お近くの施設で！

in 新宿コズミックセンター
（大久保3-1-2）パックパック

〜〜夏夏〜〜
短期短期短短期期

出張出張出張出張

コズミックセンター
短期スポーツプログラム

24式太極拳の基本に従い、
転倒を防げる筋力を増強させます。
日 7月27日～10月5日の毎週水曜日
　9:30～10:30　全10回
　※8月10日を除く
場 1階 第二武道場　講栗小平　
定 25名　￥ 5,100円

24式太極拳
水曜／午前のコース
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ピアノの曲とともにバレエの基本をゆっくり
学んでみませんか？
日 7月28日～10月6日の毎週木曜日
　12:50～13:50　全10回
　※8月11日を除く
場地下1階 多目的広場　講法元美都子　
定 22名　￥ 5,100円
持ち物  バレエシューズ

ハワイアンミュージックに癒やされながら愛
溢れる時間を過ごしましょう。
初心者でも安心のていねいなクラスです。
日 7月29日～10月14日の毎週金曜日
　13:15～14:15　全10回
　※8月12日、9月23日を除く
場 2階 多目的室　講石黒晴美　
定 24名　￥ 5,100円

木曜／午後のコース 金曜／午後のコース
はじめてのバレエ入門 癒しのフラダンス

運動不足と感じているあなたにピッタリ！
自分の手足に振り回されない体幹の安定を
つくります！
日 7月27日～10月5日の毎週水曜日
　9:30～10:30　全10回　※8月10日を除く
場地下1階 多目的広場　講あかり　
定 22名　￥ 5,100円
持ち物  ヨガマットまたはバスタオル、スポー

ツタオル

水曜／午前のコース
12 体と心をほぐすピラティス 14 15

※複数講座を申し込む場合は、当選した際に確実に受講できる講座をお選びください

新宿コズミックセンタープール
個人利用のご案内
6月から7月10日までの土・日曜日に、2時間ごとの完全入れ替え制の個人利用を行います。
利用時間 ①9:05～11:05　②11:45～13:45　③14:25～16:25　④17:05～19:05
　　　  ⑤19:45～21:45
　※詳細は新宿未来創造財団ウェブサイトに掲載します
　※7月16日（土）以降の夏季プールの案内は本紙6月20日号に掲載します
　※ 対象日程中でも、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。詳しくは毎月25日発行のプール予定表をご覧ください
注意事項

　◦プール場内が混雑した場合、入場規制する場合があります。
　◦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あります。
問施設課　Tel 03-3232-7701

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。

対高校生以上　※いずれも最少催行人数13名。応募多数の場合、区内在住・在勤・在学の方優先で抽選となります
　※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、区内在勤・在学の方は勤務先（学校）名・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
　※ 申し込み時にいただいた電話番号やメールアドレスにご連絡することがあります。つながる連絡先でお願いします
締 6月10日（金）　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701



なぎなた初心者教室
人気急上昇のなぎなたです。お待ちしています。
日 �7月6日・13日・20日の水曜日　18:30～20:00　全3回
場新宿スポーツセンター　4階第二武道場（大久保3-5-1）
講新宿区なぎなた連盟指導員　対小学4年生以上で全回参加できる方
定 10名（多数抽選）　￥ 2,000円（保険料�800円含む）
申 � に記載例（2面）のほか、生年月日を記入し、新宿区なぎなた連盟へ（〒161-0033
新宿区下落合1-4-18彰文ビル601　荒川方）へ。Eメール（ sinka82@yahoo.co.jp）での
申し込みも可。　※応募者全員に当落結果を6月17日（金）までにご連絡します

締 6月10日（金）
その他 ����◦なぎなたは貸し出します。
��　　　◦�動きやすい服装でご参加ください（スカート・タイツ不可）。必ずマスクの

着用をお願いします。
��　　　◦道場では裸足になっていただきます。
　　　◦11月5日～19日の間に初心者教室（土曜日）も実施予定です。
問 主催新宿区なぎなた連盟　Tel 03-3360-2189� sinka82@yahoo.co.jp

初心者グラウンド・ゴルフ教室
グラウンド・ゴルフはどなたでも気軽に楽しめるスポーツです。
お気軽に参加ください。
日6月20日（月）・22日（水）・24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）　
対どなたでも　定 20名（多数抽選）
申 �電話、FAX、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（スカート不可）、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。
問 主催新宿区グラウンド・ゴルフ協会　安藤映男
　　　 Tel&Fax�03-3209-4317� andou.teruo@rouge.plala.or.jp
　　　（当日連絡先：Tel 090-9206-0730）

区民初心者ゲートボール教室
だれでも楽しめる「ゲートボール」。囲碁・将棋のような作戦を練る
知的スポーツです。あなたもゲートボールを楽しみませんか？
日 �①6月1日（水）・3日（金）・6日（月）・8日（水）・10日（金）・13日（月）・15日（水）・
　17日（金）・20日（月）・22日（水）　9:30～12:00
　②6月5日・12日・19日・26日のいずれも日曜日　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　定各回先着10名　￥ 200円／回
申 �締各開催3日前までに電話にてお申し込みください。
問 主催新宿区ゲートボール協会　田林　Tel 03-3362-1357

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。

生涯スポーツ、
グラウンド・ゴルフを

楽しもう！

新宿コズミックセンター  スポーツフリー指導
①バレーボール　7月

バレーボールの基本動作を指導員が技術的な質問に答えたり助言を行うほか、
参加者同士で練習や試合を行っています。

②ソフトバレーボール　7月
大きなゴムでできたボールを使用して、レシーブやパスの基本動作を
指導員がアドバイス、指導を行います。試合形式のゲームもできます。

日7月5日・12日・19日・26日のいずれも火曜日　
　①9:30～12:00　②19:00～21:45
場 2階大体育室　対どなたでも　講新宿区バレーボール連盟　定各50名（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の「スポーツフリー指導」ページから、5月22日（日）～
6月15日（水）の間にご予約ください　 WEB　※応募多数で抽選となった場合、
応募者全員に6月23日（木）までにEメールにて当落結果をお知らせします

締 6月15日（水）　協力新宿区バレーボール連盟
その他詳しくは、新宿未来創造財団ウェブサイトをご確認ください。
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

楽しい
チームスポー

ツ

「ゲートボー
ル」

初心者フットサル教室（第2期） 参加者募集
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。
日7月15日～9月30日の金曜日　20:00～21:30　全8回
　※7月29日、8月5日・12日、9月23日を除く
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 20名（多数抽選）
￥全8回�4,100円　※支払い方法は当選通知でお知らせします
申 � に記載例（2面）のほか、区内在勤・在学の方は勤務先（学校）名と所在地を記入し、
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への申し込みも可。

　※当選者にのみ、6月22日（水）までに参加のご案内を郵送します　 WEB
締 6月15日（水）　協力�（一社）新宿区サッカー協会
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

 

日 �6月7日（火）　受付9:20～9:40（解散�12:30予定）
集合 解散 �JR武蔵野線「東浦和駅」前ロータリー
　　　　（埼玉県さいたま市緑区東浦和1-23-2）
￥ �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24日（金）　受付10:00～10:15（解散�13:00予定）
集合 �新宿コズミックスポーツセンター�3階小会議室（大久保3-1-2）
　　最寄駅： 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」3番出口
解散鶴巻南公園（早稲田町78）�
　　最寄駅：東京メトロ東西線「早稲田駅」
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

1�NPO法人新宿区ウオーキング協会�第208回例会
���歴史の道『見沼通船堀』と野鳥を訪ねて
��約7.5km

2レガス健康ウォーク
���関東・銚子半島最東端の犬吠埼と�
��銚子電鉄�約7km

3第3回�いきいきウォーク新宿　
� �四季折々に美しい神田川沿いの遊歩道を
� 歩く�約5ｋｍ

　

日 6月15日（水）　受付10:15～10:30�（解散�13:00予定）
集合 �JR総武本線「銚子駅」前（千葉県銚子市西芝町）
解散犬吠埼灯台（千葉県銚子市犬吠埼9576）
　　最寄駅：銚子電鉄「犬吠駅」徒歩約10分
￥ �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

東浦和駅前広場（スタート）→鈴木家→見沼通船堀→
芝川第一調節池→大崎公園・園芸植物園→
浦和くらしの博物館→東浦和駅前広場（ゴール）

銚子駅前（スタート）→屛風ヶ浦→渡海神社→
千騎ヶ岩→地球の丸く見える丘展望館→
犬吠埼灯台（ゴール）

新宿コズミックセンター（スタート）→神田川遊歩道→
面影橋・山吹の里の石碑→東京染ものがたり博物館→
鶴巻南公園（ゴール）

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 ���12なし、320名
申 ��12不要。当日受付時間内に、直接集合場所へ。
36月7日（火）～23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」に参加の旨お知らせください。　

　※いずれも雨天決行

持ち物 �運動しやすい服装（スカート不可）・運動靴（普段から履き慣
れた靴）、マスク着用でお越しください。飲み物・帽子・雨
具（レインコート等）は各自でご用意ください。

その他 �事前の体調管理に十分注意してご参加ください。集合場所
では参加者の体調確認後、準備ができた方から、小グルー
プに分かれて間隔をあけて歩いていただきます。

事前申込制

1社交ダンス（続）入門講座
ダンス検定を目指そう！
日 7月7日～9月29日の毎週木曜日
　18:30～20:30（受け付け18:15～）　全13回　
場新宿コズミックセンター　地下1階小体育室　講（公社）日本ダンススポーツ連盟公認指導員
内容ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャ（グレードコース6～4）　対どなたでも

2シニアの社交ダンス初心者教室
ワルツ・ルンバの2種類を基本から楽しく学べます。
日 7月6日～9月28日の毎週水曜日　
　15:40～16:40（受け付け15:25～）　全13回　
場新宿コズミックセンター　2階多目的室　講（公社）日本ダンススポーツ連盟公認指導員
内容ワルツ、ルンバの基本ステップ　対 50歳以上

3ジュニアのサルサ＆メレンゲ教室
お父さん、お母さんもお子さまと一緒に楽しく踊りましょう。
日 7月6日～9月28日の水曜日
　17:00～18:00（受け付け16:45～）　全13回
場新宿コズミックセンター　2階多目的室　講（公社）日本ダンススポーツ連盟公認ジュニア指導員
内容サルサ、メレンゲの基本ステップ　対小学生程度

4キッズ スタディ＆ダンス ラボ
簡単な英語の歌を歌いながら、体を動かしてリズムに乗ります。アクションをしながら、英
語を自然に身につけましょう。
日 7月3日・17日、8月14日・21日、9月11日・18日の日曜日
　9:30～11:45（受け付け9:15～）　全6回
場新宿コズミックセンター�2階多目的室　講（公社）日本ダンススポーツ連盟公認PD指導員　ほか
内容 �幼少期に基礎体力や言語能力を積極的に伸ばし、子どもたちが未来に向かって羽ばたい
ていけるようサポートいたします。

対幼児・小学生（3歳～8歳）

1〜4共通
定 130名　2～420名　※いずれも多数抽選
￥ �18,000円　25,000円　34,500円　43,000円（大人の同伴者1名のみ無料）　
　※いずれもスポーツ安全保険は別途（加入は任意）
締 6月24日（金）
申 に記載例（2面）のとおり記入し、下記あてにお申し込みください。
　�新宿区ダンススポーツ連盟事務局
　〒169-0075�新宿区高田馬場4-35-13　カルムＢ-101
協力（公財）日本ダンススポーツ連盟・東京都ダンススポーツ連盟
問 主催新宿区ダンススポーツ連盟　Tel�03-5348-2951　Fax�03-5348-2952

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）



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。
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新宿文化センター合唱団員募集
3年ぶりに新宿文化センター合唱団員を募集します！世界が注目するマエストロ、バッティストーニ
が首席指揮者を務める東京フィルハーモニー交響楽団とともに演奏会を創りあげます。
日 7月6日（水）から30回程度　いずれも18:30～21:00
　※練習の進捗状況によって回数や練習時間が変更になる場合があります
　※本番直前は特別練習やリハーサルなどを予定しています
場新宿文化センター　小ホール　ほか　合唱指導 山神健志　ほか　曲ベルリオーズ 「レクイエム」
対次の①～⑤のすべてに該当または了承される方 
　①練習に7割以上参加でき、合唱に真摯に取り組み、本番に参加できる方。
　②今回の合唱に不適合でない方。　※練習初回に声聞き選考を行います 
　③指導者による歌唱レベルチェックを行い、歌う箇所が制限される場合があります。
　④合唱団運営に積極的かつ自主的に協力いただける方。
　⑤自主的に予習復習できる方。
定  160名（女声80名・テノール40名・バス40名）程度　※今回の曲にアルトパート募集はござい

ません。ソプラノの上、下の募集となります。目安として高い「ラ」の出せる方
￥ 新宿区民（区内在住）の方 21,000円、新宿区外の方 27,000円
　※ともに楽譜・チケット代等を除く
申   5月23日（月）～30日（月）の間に、参加申込票に必要事項を記入のうえ、新宿文化センターへお

持ちいただくか、郵送または新宿文化センターウェブサイトよりお申し込みください。　 WEB
　※ 参加申込票は、新宿文化センターで配布または新宿文化

センターウェブサイトからダウンロード可
　※ 新宿区在住・在勤・在学の方を優先し、その後定員に満

たない場合、区外在住・在勤・在学の方から抽選します
　※ 区内在住・在勤・在学の方も応募多数の場合は抽選とな

ります
問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　〒160-0022 新宿6-14-1
本番概要 
 日令和5年3月18日（土）　15:00開演（予定）　 場新宿文化センター　大ホール
 出指揮：アンドレア・バッティストーニ　独唱：未定　管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

新宿交響楽団　第63回 定期演奏会
日 6月26日（日）　14:00開演（13:00開場） 
場大ホール　指揮木全利行　曲ラフマニノフ 「交響曲第2番」、ハイドン 「交響曲第94番」
申  に記載例（2面）のほか、公演名と日時、希望人数（2名まで／多数抽選）を記入

し、新宿文化センターへ（1人1通のみ申し込み可）。  ※往復はがき（126円）が料金不足の
場合は受け取れません。また、記入漏れは無効となります。あらかじめご了承ください

締 5月30日（月）　問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

新宿文化センター公演　新宿区民ご招待

100名様
ご招待

●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。
  窓口と電話予約のみの取り扱いです。　
  ※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）
●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84円をご負担いただきます。

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

ご予約の流れ

チケット購入方法チケット購入方法

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。

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  

※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

窓口販売

電話予約
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）

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

Web予約
新宿文化センター
友の会会員

チケット
Web会員

新宿文化センター落語会
今年9月、いよいよ真打に昇進！新しいステージに立つ3人が集う祝いの一会。
笑いと涙?!が溢れる一日をどうぞご一緒に。
出� 春風亭一蔵、柳亭市弥、入船亭小辰
日8月6日（土）　13:30開演（13:00開場）
場  新宿文化センター　小ホール
￥全席自由 1,800円　※未就学児入場不可
　 6月5日（日）　10:00～
　※チケット購入方法（下段）参照
問新宿文化センター
　Tel 03-3350-1141

祝・真打昇進！

柳亭市弥� 春風亭一蔵 入船亭小辰

13:30 開演
8.6 土

6/5日 10:00〜　チケット販売開始!

四谷スポーツアカデミー

1 2

3

サッカー元日本代表の北澤豪さん監修
のアカデミーです。個人の技術はもちろ
ん、チームワークの大切さを養います。

ロンドン五輪新体操代表のサイード
横田仁奈さんによるアカデミーです。
からだの柔軟と手具を使って華麗に
舞う技術を身につけます。

北京五輪バレーボール代表
の山本隆弘さんによる人気
のアカデミーです。

ホンモノを学ぶ！今年4月からスタートした第2期生を募集中！

バレーボール講師
山本隆弘フットボール監修　北澤豪

新体操講師
　サイード横田仁奈

場四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）
￥  申  登録費・月会費、申し込み方法など、詳しくは四谷スポーツアカデミーウェブサイト

（右記QRコード）をご覧ください。
 問� 四谷スポーツアカデミー　運営事務局　 ysa@shinjukutokyo.jp
　※ Eメールでお問い合わせください　※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

オリンピアン＆
元日本代表メンバー等が
指導をしてくれる

月曜日 火曜日

金曜日

T-FIVE
バレーボールアカデミー

GLEAM
新体操アカデミー

4

CHIKA、HIKARI指導によ
るダンスアカデミーです。
経験豊かな指導者が基礎か
らステップ、振り付けを曲
に合わせたリズム感を養い、
踊る楽しさを教えます。

ダンス講師�
HIKARI

ダンス講師�
CHIKA

金曜日GLEAM
ダンスアカデミー

FOOT
フットボールアカデミー

詳細は
こちらから!!

Kid'sえいごリトミック
人気の幼児教育「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 6月28日～11月1日の火曜日　16:30～17:15　全15回
　※7月19日、8月9日、9月20日、10月11日を除く
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 Sammy（セルツァー）　
対 5～6歳の未就学児　定 12名（多数抽選）
￥ 全15回 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（2面）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3日（金）　
その他  保護者による送迎および

講座終了までの待機が必
要です。

問スポーツ・マラソン課
　Tel 03-3232-7701

日 7月18日（月祝）～8月6日（土）　
場西戸山公園野球場（百人町4-1）　ほか
対  区内在住・在学の中学生で構成されたチーム
申  申し込みはEメールのみとなります。新宿コズミックセンター等に設置、または新宿未来創造

財団ウェブサイトでダウンロードできる所定の申込用紙に必要事項を記入し、Eメールに添
付のうえ、スポーツ・マラソン課（ sports@regasu-shinjuku.or.jp）まで。

締 6月20日（月）
　※ 詳しくは実施要項（新宿未来創造財団ウェブサイト

からダウンロード可）をご確認ください
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

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4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円がかかります）
申  6月11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2階大会議室
（大久保3-5-1）で受け付けをしてください。

　※ 新宿区軟式野球連盟未登録チームは、申し込み前に新宿軟式野球連盟へご連絡ください。
詳しくは、実施要項（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）をご確認ください

主管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　Tel 090-8348-1692

（兼・第2回軟式野球連盟大会）
新宿区民総合体育大会令和 4 年度

軟 式 野 球新宿区中学生野球大会参加チーム募集

無料体験会開催中

4 6月の休館日の
お 知 ら せ

新宿コズミックセンター 13 日（月） ／ 大久保スポーツプラザ 20 日（月）／ 四谷スポーツスクエア 13 日（月）／ 新宿文化センター 14 日（火）／ 新宿歴史博物館 13 日（月）・27 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 6 日（月）・13 日（月）・20 日（月）・27 日（月） ／ 漱石山房記念館 6 日（月）・13 日（月）・20 日（月）・27 日（月） ／ 
生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 13 日（月）〈北新宿・戸山〉 27 日（月）


