
屋外施設の利用方法
などはこちらから→

勤務地 区内の小学校内放課後子どもひろば
　　　（勤務校は応相談）
勤務時間平日の放課後（おおむね14:00頃）～最長19:15

※�学校・時期により異なる。学校の長期休業期間等は、7:50からのシフ
トあり。勤務曜日は原則固定（土日・祝日休み）　1日／2時間～可

�待遇交通費実費相当額を支給（上限�2,750円／日）
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。　※勤務開始日・曜日・時間等応相談（採用前研修あり�2日程度）

問子ども支援課　Tel 03-3232-5122（平日�9:00～17:00）

放課後の小学校内で、子どもの安全管理をサポートするお仕事です。
大学生からシニアまで幅広い年齢層の方が活躍しています!!

（業務調整手当を含む）※研修時 1,041円
1,112円給時

スタッフ募集スタッフ募集!!!!課後放学校小 どもひろば子

施設 �大体育室、小体育室、多目的室、第一武道場（畳張り）、
　　第二武道場（板張り）、弓道場、温水プール、幼児用プール、幼児体育室、
　　多目的広場（スタジオ）、大会議室、小会議室
個人利用 �プールポイントラリー、スポーツフリー教室、卓球台貸し、
　　　　第一武道場、第二武道場、弓道場、幼児体育室
アクセス 東京メトロ「西早稲田駅」から徒歩約3分　定期休館日毎月第２月曜日

施設 �テニスコート、多目的ホール、
　　集会室、和室、児童遊技室
個人利用 和室、児童遊戯室
アクセス �JR「新大久保駅」から徒歩約8分、
　　　　JRほか「高田馬場駅」から徒歩約10分
定期休館日毎月第3月曜日

施設 �多目的ホール、音楽室、
　　会議室（4室）
個人利用 �卓球（水曜日9:30～12:00）
アクセス �JRほか「四ツ谷駅」から徒歩約2分
定期休館日毎月第２月曜日

経験・資格不問 ！
週1日からOK！

詳しくは
こちら

【施設の利用方法について】�
利用方法について、詳しくは新宿未来創造財団ホームページをご覧ください。
事前に団体登録が必要な施設等もあります。

【動画で紹介 ！】
レガスの施設を使ってみよう�！　�
問施設課　Tel�03-3232-7701

 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。

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。

暑中お見舞い申し上げます。

印刷・映像・Ｗeb・広告宣伝メディア等の分野で

総合的にコミュニケーションツールを企画・制作する会社です。

株式会社ドゥ・アーバン
東京都目黒区青葉台2-21-6
TEL:03-5724-5921  FAX:03-5724-5922
https://www.do-urban.co.jp/
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パラスポーツ体験会TOPICS 2面 3面 手軽に運動！スローエアロビック 4面 新宿区小学生将棋大会

            マークが
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。

新宿コズミックスポーツセンター
　　　　　　��所在地大久保3-1-2

落合中央公園野球場・庭球場
所在地上落合1-2

西戸山公園野球場
所在地百人町4-1

西落合公園少年野球場・庭球場
所在地西落合2-19

甘泉園公園庭球場
所在地西早稲田3-5

利用できる種目
一般野球、サッカー、女性ソフトボール、その他種目　ほか

利用できる種目
一般野球、サッカー、女性ソフトボール、テニスその他種目　ほか

利用できる種目
小学生野球、小学生・女性ソフトボール、テニス

利用できる種目
テニス

大久保スポーツプラザ
　　所在地大久保3-7-42

四谷スポーツスクエア
　　所在地四谷1-6-4

●12月29日（木）～令和5年1月3日（火）は休館・休場になります。
●休館日が祝日の場合は翌日が休館日になります。
●利用申込の窓口受付時間は、8:45～21:00です。
●野球場・庭球場の利用時間は、月によって変わりますのでご注意ください。

全施設
共　通

スポーツはもち

ろん、ガ
ーデニ

ングや幼児用の

体育室まで ！

おすすめ
ポイント

50畳の和室は

個人利用の場

合、事
前予約な

しで使えます☆

おすすめ
ポイント

完全防音の音

楽室の活動は

全集中の空間

です☆

おすすめ
ポイント

あなたの身近な施設を使ってみよう！
楽しさいろいろ、心も身体もリフレッシュ ！

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。 1

詳しくは
こちらから

詳しくは
こちらから

詳しくは
こちらから



①体験して学ぼう ！ パラスポーツ体験会
体験は「知る」ことの、はじめの一歩です。
ゴールボールやボッチャ、競技用車いすでのスラロームなど、
選手と同じ用具を使ったパラスポーツを体験できます！
時間 13:00～16:30（最終入場は16:00まで）　場地下1階小体育室　

②さわってみよう ！ パラスポーツのミニ展示
ゴールボールとブラインドサッカーのボールの違いって、なに ？ 
実際にさわって確かめてみよう！あの感動をもう一度！
さまざまなパラスポーツの用具や東京2020パラリンピックのパネルも展示します。
時間 9:30～16:30　場2階休憩コーナー　

　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

　

ゴルフ

バレーボール

ラグビーフットボール

 ソフトテニス（ダブルス）

バスケットボール

硬式庭球（ダブルス）
場 �男子　大久保スポーツプラザ庭球場（大久保3-7-42）　女子　甘泉園公園庭球場（西早稲田3-5）
対 �①区内在住・在勤の15歳（令和4年4月1日現在）以上の方　②新宿区硬式庭球連盟登録者
￥ 400円／ペア
申 �所定の申込書に必要事項を記入のうえ、8月1日（月）～31日（水）9:00～19:00に新宿コズ
ミックセンターへお持ちください。　※先着順　主管新宿区硬式庭球連盟

場新宿スポーツセンター　大・小体育室（大久保3-5-1）
対 �①区内在住・在勤の15歳（令和4年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム
　②新宿区バレーボール連盟登録チーム
￥ 2,000円／チーム
申 �所定の申込書に必要事項を記入し、期間内にEメールに添付して下記アドレスにお申し込みく
ださい。新宿区バレーボール連盟　 match@shinjuku-volleyball.jp� ※いずれも先着順
家庭婦人　8月1日（月）～12日（金）
一般男女6人制　8月22日（月）～9月2日（金）　一般男女9人制　9月26日（月）～10月7日（金）

代表者会議 家庭婦人　　　��9月1日（木）19:00～�　
一般男女6人制　9月15日（木）19:30～　一般男女9人制　10月20日（木）19:30～
※出席必須。いずれも新宿スポーツセンター　2階大会議室（大久保3-5-1）

主管新宿区バレーボール連盟　※代表者会議参加者は各チーム1名とします

場 �秋ヶ瀬公園ラグビー場（埼玉県さいたま市桜区道場4-17）　ほか
対 �①区内在住・在勤・在学の18歳（令和4年4月1日現在）以上の男性で構成されたチーム
　②新宿区ラグビーフットボール協会登録チーム
　※�体育・スポーツ連盟に登録している高校生・高等専門学校生および大学生のみで構成され
たチームは参加できません

￥ 2,000円／チーム（別途連盟経費�20,000円程度徴収予定）
申 �所定の申込書に必要事項を記入し、Eメールに添付して下記アドレスにお申し込みください。
　※先着順　新宿区ラグビーフットボール協会　 hiro1960.10.15@ksf.biglobe.ne.jp
締 ��7月31日（日）
代表者会議 申し込みチームに別途通知します。主管新宿区ラグビーフットボール協会

場 ��西落合公園庭球場（西落合2-19）
対 �①区内在住・在勤・在学の15歳
　（令和4年4月1日現在）以上の方　②新宿区ソフトテニス連盟登録者
￥ 1,000円／ペア（参加料�400円＋連盟経費�600円）　
申 �ペアの氏名・年齢・住所・所属クラブ・当日の連絡先（携帯電話またはEメール）をご記入の
うえ、8月1日（月）～19日（金）に下記アドレスにお申し込みください。

　新宿区ソフトテニス連盟　 sta3shinjukucity@gmail.com
主管新宿区ソフトテニス連盟

場新宿コズミックセンター　2階大体育室（大久保3-1-2）
対 �①区内在住・在勤の15歳（令和4年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム
　②新宿区バスケットボール連盟登録チーム
￥ 2,000円／チーム
申 �所定の申込書に必要事項を記入のうえ、7月31日（日）～8月12日（金）9:00～19:00に新宿
コズミックセンターへお持ちください。　※先着順

主管新宿区バスケットボール連盟

新宿区民総合体育大会 参加者・チーム募集

※ダブルスのみの開催です
男子　9月11日（日）　女子　9月18日（日）

9月4日～令和5年1月29日の日曜日

※ダブルスのみの開催です
男子一般　　　 　　　　9月4日（日）
男子35歳以上（年齢別）　9月11日（日）
女子　　　　　 　　　　9月18日（日）

9月17日（土）・18日（日）・24日（土）、
10月1日（土）・2日（日）

家庭婦人　　　 9月10日（土）・11日（日）・19日（月祝）
一般男女6人制　9月25日（日）
一般男女9人制　10月29日（土）

剣　道
場 �新宿スポーツセンター　3階大体育室（大久保3-5-1）
対 �区内在住・在勤・在学の15歳（令和4年4月1日現在）以上の方、または新宿区剣道連盟登録者
種目男子個人　高校の部、二段以下の部、三段の部、四段以上（1部：40歳未満・2部：40歳以上）
　　女子個人　高校の部、1部（30歳未満）、2部（30歳以上）　
￥ 700円／名（大会参加料�200円＋連盟経費�500円）　
申 �所定の申込書に必要事項を記入のうえ、8月16日（火）・18日（木）・20日（土）17:00～19:00
に新宿スポーツセンター4階第二武道場（大久保3-5-1）へお持ちください。

主管新宿区剣道連盟

9月18日（日）

サッカー（社会人の部）
場 �西早稲田中学校　校庭（戸山3-20-2）、落合中央公園野球場（上落合1-2）
対 �①区内在住・在勤の15歳（令和4年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム
　②新宿区サッカー協会登録チーム
￥ 5,000円／チーム（参加料�2,000円＋連盟経費�3,000円）
申 �所定の申込書に必要事項を記入し、Eメールに添付して下記アドレスにお申し込みください。
※先着順　新宿未来創造財団　 sports@regasu-shinjuku.or.jp

締 ��8月5日（金）
代表者会議 8月27日（土）19:00～　オンライン　主管（一社）新宿区サッカー協会　社会人連盟

9月13日（火）～11月27日（日）　
平日夜間・土日終日

陸上競技
場国立競技場（霞ヶ丘町10-1）　
対 部門小学生・中学・一般　※参加資格や種目は実施要項をご確認ください
￥小学生　200円／名　中学生　200円／名（学校単位の申し込みは無料）
　一般　　200円／名＋200円／種目
申 �所定の申込書に必要事項を記入し、Eメールに添付して下記アドレスにお申し込みください。
　新宿未来創造財団　 sports@regasu-shinjuku.or.jp
締 ��8月26日（金）　主管新宿区陸上競技協会

9月19日（月祝）　★国立競技場で開催！

ソフトボール
場 ��落合中央公園野球場（上落合1-2）
対 �①区内在住・在勤・在学の15歳（令和4年4月1日現在）以上の方で構成されたチーム
　②新宿区ソフトボール連盟登録チーム
種目男子の部　1部・2部　女子の部　1部・2部　※男女混合チームは男子の部へ出場すること
￥連盟登録チーム　　7,000円／チーム（参加料�2,000円＋連盟経費�5,000円）
　連盟未登録チーム　10,000円／チーム（参加料�2,000円＋別途連盟経費�8,000円）
申 �所定の申込書に必要事項を記入し、Eメールに添付して下記アドレスにお申し込みください。
※先着順　新宿未来創造財団　 sports@regasu-shinjuku.or.jp

締 ��8月23日（火）
代表者会議 8月27日（土）13:00～　新宿コズミックセンター　3階大会議室（大久保3-1-2）
主管新宿区ソフトボール連盟

9月18日（日）～11月23日（水祝）の日曜・祝日

場 ��泉カントリー倶楽部（千葉県印西市吉田456）　※ドレスコードあり
￥ 19,990円（参加料�200円＋連盟経費�3,800円＋プレー代�15,990円）
申 �電話かEメールにてお申し込みください。氏名・住所・電話番号・FAX番号・Ｅメールを記入
して下記期間内に申し込みください。

　新宿区ゴルフ連盟事務局　Tel�03-6302-1571� sgr@dream.ocn.ne.jp�
　受付期間：7月27日（水）～定員になり次第締め切り　主管新宿区ゴルフ連盟

9月6日（火）

レスリング・サンボ
場新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
対①区内在住・在勤・在学の方（年少以上）　②新宿区レスリング協会登録チーム
種目小学生以下の部　一般の部　※各部申告体重をもとに主管団体が階級を設定します
￥一般の部　1,200円／名（参加料�200円＋連盟経費�1,000円）　小学生以下　500円／名
　※レスリングとサンボへの二重登録の場合それぞれの参加料が必要です
申所定の申込書に必要事項を記入し、Eメールに添付して下記アドレスにお申し込みください。
　新宿区レスリング協会　 info@mca.jp� 締 ��8月20日（土）
主管新宿区レスリング協会

9月4日（日）

パラスポーツ体験会パラスポーツ体験会だれでも参加OK!!

場新宿コズミックセンター　対どなたでも
申不要。開催時間内に直接会場へお越しください。（出入り自由）
協力（公社）東京都障害者スポーツ協会

どなたでもご参加いただけるイベントを開催！大人の方も、大歓迎！ 
まずは一緒に「知る」ことから始めてみませんか ？ 7月30日土

開 催
今大会から、コースを拡大し、神楽坂や飯田橋、
パラリンピックのマラソンコースなど、新宿を駆
けるコースで開催します。

問実行委員会事務局（新宿未来創造財団）
　Tel�03-3232-7701

当日参加OK!!

新宿未来創造財団ウェブサイト、新宿コズミックセンターおよび新宿スポーツセンターで
配布の実施要項を確認してください。

共通事項 �� 問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701��Fax�03-3209-1833

第20回新宿シティハーフマラソ第20回新宿シティハーフマラソンン・・区民健康マラソン区民健康マラソン
2023年1月29日（日）　START&FINISH 国立競技場！

8月中旬
募集要項
公開予定

��

対象施設❶新宿スポーツセンター（大久保3-5-1）：
　　　　   4階 武道場控室、2階 トレーニング室・スタジオ、1階 プール・幼児体育室
　　　  ❷新宿コズミックスポーツセンター（大久保3-1-2）：2階 大体育室
利用休止期間❶のプール・❷：12月1日（木）～令和5年3月31日（金）
　　　　　  ❶のプール以外の施設：11月1日（火）～30日（水）（スタジオ・幼児体育室は約2週間）
　　　　　 ※変更する場合あり
問〔利用について〕❶新宿スポーツセンター　　　  Tel 03-3232-0171
　　　　　　　　❷新宿未来創造財団　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生涯学習スポーツ係（第1分庁舎7階）　 
　　　　　　　　Tel 03-5273-4358

新宿スポーツセンター・新宿コズミックスポーツセンター 一部施設利用休止のお知らせ

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。



お問い合わせは直接各ご連絡先まで

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

ムジカフィオーレリトミック♪ 0歳〜幼児 
西戸山生涯学習館　火曜日10時～ 担当：松枝 
ムジカフィオーレリトミックで検索

松枝ぴあの教室♪新教室開講！幼児〜大人
大久保駅徒歩1分グランドピアノでレッスン 
連絡先・お問合せ：松枝ぴあので検索

レ ガ ス パ ー ク

詳しくはこちら

詳しくはこちら

※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）

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  9月7日・14日・21日・28日のいずれも水曜日　13:00～14:00　全4回
場  四谷スポーツスクエア　地下2階会議室N（四谷1-6-4）　講  新宿区エアロビック連盟　
対区内在住・在勤・在学の高校生以上の方　定 20名（多数抽選／最少催行人数10名）　
￥ 2,100円　※当選通知にてお支払い方法をお知らせします
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。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、8月26日（金）
までに通知を発送します　締 8月19日（金）　
持ち物  上履きシューズ（底がすべらないもの／スリッパは不可）、動きやすい服装、

タオル、水分補給用飲み物
協力（一社）新宿区体育協会　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

初級卓球教室（9月）
初心者や初級者向けの教室です。
日  9月1日・8日・15日・22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・在学の高校生以上で全回参加できる方（初めての方優先）
定  各12名（多数抽選）　￥ 2,100円　※当選通知にてお支払い方法をお知らせします
申 に記載例（下段）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、8月22日（月）までに通知
を発送します　締 8月15日（月）　
持ち物 運動できる服装、タオル、室内履き、飲み物　など　※ラケットは各自ご持参ください
協力新宿区卓球連盟　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

初心者弓道教室「秋期短期教室」参加者募集
好評の「初心者弓道教室」。平日お忙しい方のために土曜・日曜の4日間で開催いたします。
日  8月27日（土）  19:00～21:00、8月28日（日）、9月3日（土）・4日（日）  16:40～18:40  全4回
場  新宿コズミックセンター　1階弓道場
対区内在住・在勤・在学の高校生以上で運動する体力のある健康な方（初めての方優先）
定  20名（多数抽選）　￥ 2,100円　※当選通知にてお支払い方法をお知らせします
申 に記載例（下段）のほか、弓道経験、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、8月12日（金）までに通知を発送します　締 8月5日（金）　
協力新宿区弓道連盟　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

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。

「夏冷え＆夏バテ解消ヨガ」〜 オンライン〜
暑い夏は移動も一苦労。でも、健康づくりのために運動したい！そんな時は、自宅でレガスポ！
のレッスンを受けませんか？レッスンはZoomを使用します。
日  8月25日～9月29日のいずれも木曜日　19:30～20:30　全6回　
講ワカバ　対高校生以上
定  18名（多数抽選）　￥ 3,100円　申右記QRコードから、ご予約ください。　

WEB　※当選者にのみ、8月14日（日）までに当選メールを送付します
締 8月3日（水）　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

NPO法人新宿区ウオーキング協会 第210回例会
早朝ウオークを都心の緑陰で　
～ウォーミングアップはラジオ体操！ 約7km

日  8月6日（土）　受付 6:40～7:00（解散 9:00頃予定）
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」徒歩約2分
解散  代々木公園 原宿門（代々木神園町2-2）　
　　最寄駅：JR山手線「原宿駅」徒歩約4分、
　　　　　  東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩約4分
対どなたでも　定なし　￥会員 無料、一般 400円　
申不要。当日受付時間内に、直接集合場所へ。  ※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。
主催  問NPO法人新宿区ウオーキング協会　Tel 090-3217-4109

新宿中央公園　水の広場（スタート）→甲州街道→西参道→参宮橋→
明治神宮西参道口→宝物殿→明治神宮原宿門→代々木公園原宿門（ゴール）

健康ウォーキング情報歩 歩一
康 く り健 づ
一 、

江戸川河川敷グラウンド抽選会のお知らせ
江戸川河川敷グラウンド（埼玉県三郷市市助地先）の
10～12月分および令和5年3月分の抽選会を行います。
日 8月24日（水）　10:30受け付け開始　11:00抽選開始　
場新宿コズミックセンター　3階大会議室　
問施設課　Tel 03-3232-7701
※詳細は新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください

外濠公園運動施設の人工芝化および照明LED化工事のため、下記の期間は休場します。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
休場施設  外濠公園運動施設（市谷本村町・千代田区五番町）　野球場、テニスコート
休場期間  野球場：9月上旬～令和5年3月31日（金）（予定）
　　　  テニスコート：8月1日（月）～10月上旬（予定）
問〔利用について〕千代田区生涯学習・スポーツ課 スポーツ振興係　Tel 03-5211-3627
　〔工事について〕千代田区道路公園課 計画・設計係　Tel 03-5211-4242
　〔担当課〕新宿区生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ係（第一分庁舎7階）　
　　　　　Tel 03-5273-4358

外濠公園運動施設を休場します

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または各問い合わせ先にご確認ください。

下記の日程で、お一人様1回につき2時間までの利用となります。
なお、この期間は、全コース個人開放となる予定です。

新宿コズミックセンタープール（個人利用）
夏季利用時間・方法のご案内

利用時間  9:00～21:45（8月は8:00～21:45）
対象日程  8月31日（水）までの毎日と、9月3日（土）～23日（金祝）の土日・祝日
¥  大人 400円／回、中学生以下 100円／回
　 障がい者の方は手帳＊のご提示で割引きとなります。大人 200円／回、中学生以下 50円／回
（新宿区内在住の障がい者の方は無料）

　＊身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳が対象です
注意事項
◦詳細は新宿未来創造財団ウェブサイトに掲載します。
◦2時間は着替えを含めた時間です。
◦ 対象日程中でも、イベント・休館日・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。
◦プール場内が混雑した場合、入場制限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

スポーツイベント・教室　パート職員募集
新宿シティハーフマラソンなどのスポーツイベントや各種教室運営の業務補助のお仕事です。
勤務地 新宿コズミックセンター　雇用契約期間 9月1日～令和5年3月31日　※採用日は応相
談。勤務成績が良好な場合は、令和5年4月1日以降1年間ごとに契約更新あり（契約更新は原
則最大4回まで）　時給 1,080円　交通費  実費相当額支給（上限 2,750円／日）
勤務条件週3日・週19.5時間勤務　8:30～16:00の間のシフト制（原則月曜・木曜日勤務。土
日・祝日出勤あり）　採用若干名　
選考方法  書類選考・面接試験（面接日は応募者へ連絡）
　　  　※面接予定日：8月2日（火）・4日（木）・5日（金）　
申  履歴書（写真貼付）を新宿コズミックセンター（スポーツ・マラソン課）に郵送、または直接

お持ちください。
締 8月1日（月）　問スポーツ･マラソン課　Tel 03-3232-7701

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）
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展示期間 �9月28日（水）～10月2日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容 �油彩画、水彩画、パステル画、日本画、水墨画、版画などの未発表作品。

1人1点のみ。
　　　　※模写作品の出展不可　
　　　　※作品サイズは20号まで
　　　　※�壁に展示できるよう、額縁または仮縁に入れ紐

ひも

を付けてください（ガラス不可、アクリ
ル可）

申 �所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。　 WEB
締9月1日（木）　作品搬入 �9月25日（日）　13:00～17:00　作品返却 �10月2日（日）　14:30～16:00

展示期間 �10月19日（水）～23日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容 �〔小・中学生の部〕半紙縦書き（毛筆に限る）の未発表作品。1人1点のみ。
　　　　※未就学児も応募可（ただし、表彰対象外）
　　　　�〔一般の部（高校生を含む）〕漢字、かな、篆

てん

刻
こく

、刻
こく

字
じ

、近代詩など。各部門1人1点可。
　　　　なお、次のA～Cの１つを満たし、所定用紙に「題名」または「釈文」を必ず付けてください。
　　　　A軸物（縦）：表装前の紙寸法は「縦135×横35cm（半切）」以内で、仮表装または本表装
　　　　B軸物（横）：表装前の紙寸法は「縦35×横45cm（半切1／3）」以内で、仮表装または本表装
　　　　C額装・篆刻・刻字など：「縦68×横68cm」以内で、壁に掛けられるよう裏面に紐付け
　　　　※額装の場合はガラス不可、アクリル可
　　　　※巻

かん

子
す

・折
おり

帖
ちょう

は不可
申作品と所定の申込書、添付用紙を新宿文化センター窓口へ持参。
締9月14日（水）　作品返却 �10月23日（日）　14:30～16:00　
協力新宿区書道連盟

展示期間 �11月21日（月）～27日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
　　　　※期間中、受賞作品の展示と全作品を掲載した「作品集」を配布します
募集内容 �自由題。未発表作品。1人2首（句）まで。　※複数部門応募可（ただし、受賞

は各部門1人1点）　※作品にふりがなが必要な場合は、記入してください
申 �所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。または

に記載例（3面）のほか、「短歌」「俳句」「川柳」の部門と作品を記入し、新宿文化センター
へ。　 WEB　※はがき・Web申し込みは、1通につき1部門のみ　締8月31日（水）

展示期間 �11月21日（月）～27日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容 �絵手紙、木彫、手編み、キルティング、刺しゅう、染め物、和裁、洋裁、

魚拓、陶芸などの手作り作品（未発表）。手工芸・陶芸それぞれ1人2点
まで。　※作品のサイズ・形状によっては出展をお断りする場合があります

申 �所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。　 WEB
締10月21日（金）　作品搬入 �11月20日（日）　15:00～17:00　作品返却 �11月27日（日）　14:30～16:00

絵画展

書の展

短歌・俳句・川柳展

手工芸・陶芸展

表彰あり

表彰あり

表彰あり

みなさんの作品で新宿の
秋を彩ってみませんか！

新宿区共催

新宿区生涯学習フェスティバル作品募集 !!

展示および返却場所 �新宿文化センター　地下1階展示室
対区内在住・在勤・在学および区内施設で活動するアマチュアの方
出展料 �無料　
共催新宿区　問新宿文化センター（新宿6-14-1）　Tel�03-3350-1141

その他 �◦応募作品は、新宿未来創造財団ウェブサイトなどに掲載する場合があります。
　　　◦いずれも募集要項をご確認のうえ、ご応募ください。
　　　※�募集要項（申込書・所定の用紙含む）は、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、各地域センターで配布（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロードも可）

共　通

展示期間 �10月26日（水）～30日（日）　10:00～17:00（最終日は14:00まで）
募集内容 �自由テーマ。カラー、白黒、セピアなどの未発表作品。1人2点まで

（組み写真は1組3枚で、1人1組のみ）。
　　　　※作品サイズは四切（ワイド含）、六切、A4のいずれか
　　　　※画像処理を施したものはその旨申込書に明記してください
申 �作品（額装なし）と所定の申込書を新宿文化センターへ持参または郵送（各生涯学習館への持参も可）。
締10月7日（金）　作品返却 �作品は原則返却いたしません。

写真展 表彰あり

　文化・芸術・生涯学習　区民の文化祭

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または各問い合わせ先にご確認ください。

新宿文化センターで開催するイベントのボランティアを募集します！
新宿文化センターイベントボランティア
No. 日にち 時　間 活動内容 対象イベント
❶ 9月26日（月） 13:00～17:00 作品展示 絵画展
❷ 10月2日（日） 13:50～17:00 作品撤去 絵画展
❸ 10月24日（月） 14:00～17:00 作品展示 写真展
❹ 10月30日（日） 13:50～17:00 作品撤去 写真展
❺ 11月20日（日） 13:00～17:00 作品展示 手工芸・陶芸展
❻ 11月27日（日） 13:50～17:00 作品撤去 手工芸・陶芸展
❼ 9月28日（水）～10月2日（日） 10:00～17:00

（最終日は14:00
まで）

会場受付
絵画展

❽ 10月26日（水）～30日（日） 写真展
❾ 11月21日（月）～27日（日） 手工芸・陶芸展
� 10月9日（日） 9:30～17:30

会場案内
新宿ユース・ステージパフォーマンス

� 11月3日（木祝） 10:30～17:30 音楽・コーラスのつどい
� 11月27日（日） 9:00～12:00 生涯学習フェスティバル表彰式
� 10月9日（日） 9:30～17:30 舞台転換

作業
新宿ユース・ステージパフォーマンス

� 11月3日（木祝） 10:30～17:30 音楽・コーラスのつどい

活動場所 �新宿文化センター（新宿6-14-1）
対 18歳（令和4年4月1日現在）以上でチームワークを大切に活動に取り組める方
定各イベントによる
申 �所定の申込書に必要事項を記入のうえ、新宿文化センターへ郵送または持参。
� ※�申込書は、新宿文化センター、各生涯学習館、新宿コズミックセンターで配布

のほか、新宿文化センターウェブサイトからダウンロードも可
締 9月8日（木）　問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

低学年の部と高学年の部に分かれ、予選を勝ち抜く
と決勝トーナメントへ進みます。決勝トーナメント
に進めなくてもプロ棋士との指導対局ができます。
日頃の練習の成果を発揮しよう！
日���9月4日（日）　9:30～15:30（予定）　
場 ��新宿コズミックセンター　5階大研修室
対 ��小学生（区内在住・在学者優先）
定 ��〔低学年の部〕小学1～3年生　�48名　
　〔高学年の部〕小学4～6�年生　24名
※�ともに多数抽選。区内在住・在学者以外はオープン
　参加となり、表彰対象外になります

￥ �1,000円
申 �インターネットからの申し込みを推奨しています。また
は に記載例（3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 �8月17日（水）　協力（公社）日本将棋連盟　
問子ども支援課　Tel�03-3232-5122

新宿区小学生将棋大会第11回

客船「飛鳥Ⅱ」の専属マジシャンであり、多数のCMでマジック
指導の経験がある講師が、奇術の楽しさをお伝えします！
日 9月18日（日）　10:30～12:00
場 �大久保スポーツプラザ　3階和室
　（大久保3-7-42）　
講 �渡邊卓也
内容（予定）�
講師によるデモンストレーションと、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！
相手の心を読み取ってしまう秘密の方法
など、学校や会社でも盛り上がるマジック
を覚えましょう！
オリジナルの「魔法の小箱」を使って、本
格的なマジックを楽しめます！
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）　￥1,000円（教材費�500円を含む）
申 ��� に記載例（3面）のほか、小学生の場合は一緒に参加する
保護者の氏名・年齢も記入し、新宿コズミックセンターへ。�

WEB
締8月18日（木）　協力（公社）日本奇術協会
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

渡邊卓也
©郵船クルーズ株式会社

ボランティアの方に
QUOカードを
進呈します。
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4 8月の休館日の
お 知 ら せ

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）・29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）

生涯学習L i f e l ong l earning 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。

目指せ!

新宿こど
も将棋王

!!


