
明治神宮外苑
アイススケート場

ファンファーレやチア
ダンスなどで、ラン
ナーを応援します ！

国立競技場内

応援プログラム

第20回 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン
同時開催 第7回 日本IDハーフマラソン選手権大会

国立競技場をメイン会場に、神楽坂や御苑トンネルを駆け抜ける、新宿の魅力たっぷりの大会を開催します。
沿道でのあたたかい応援をよろしくお願いします。

大会スケジュール
時 刻 当日プログラム

  8:00   開会式
  8:30   ハーフマラソン スタート
  9:00   3km スタート
10:00   ハーフマラソン・3km 表彰式
11:10   10km スタート
11:20   スペシャルラン
12:00   10km 表彰式
12:35   ひよこ
13:20   2km スタート
14:00   1km スタート 
14:25   ファミリーラン 
14:45   ファンラン 
15:00   2km･1km 表彰式

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　https://www.shinjukucity-halfmarathon.jp/

君原健二さん
東京・メキシコシティー・ミュンヘ
ンオリンピック3大会連続出場。
メキシコシティーオリンピック：
マラソン銀メダリスト

Kenji Kimihara

谷口浩美さん
バルセロナオリンピック・アトランタ
オリンピック出場。

Hiromi Taniguchi

猫ひろしさん
カンボジア代表として、リオデ
ジャネイロオリンピック出場。

Hiroshi Neko

ゲストランナー
明治神宮外苑周辺   7:30〜15:30頃
スタジアム通り（仙寿院→日本青年館前）   8:00〜15:30頃
外苑西通り（東京体育館→四谷四丁目）　※北参道・東京体育館前より通行規制   8:00〜11:00頃
外苑西通り（四谷四丁目→外苑橋）   8:00〜12:45頃
　　　　　（外苑橋→仙寿院）   8:00〜15:30頃
外苑西通り（四谷四丁目⇔富久町西）   8:00〜10:40頃
甲州街道（御苑トンネル）下り　新宿通り（新宿二丁目交差点）　※四谷三丁目より通行規制   8:00〜11:00頃
御苑大通り（新宿五丁目東→新宿二丁目南）（千駄ヶ谷五丁目→新宿二丁目南）   8:00〜11:00頃
靖国通り　上り（住吉町→市谷八幡町）   8:00〜10:30頃
靖国通り　下り（市谷八幡町→新宿五丁目東）   8:00〜10:40頃
慶應病院南側 新宿区道（信濃町⇔大京町）   8:00〜12:45頃
外堀通り（市谷見附→飯田橋）   8:15〜10:30頃
神楽坂通り（神楽坂上⇔神楽坂下）   8:15〜10:15頃
大久保通り（飯田橋→神楽坂上）　※新隆慶橋西詰より通行規制   8:15〜10:15頃
首都高速道路4号新宿線　上り線外苑出口
※ 上り線外苑入口（北参道方向から）　下り線外苑入口（仙寿院方向から）及び出口通行可   8:15〜12:45頃

交通規制のお知らせ

※都営大江戸線等、公共交通機関をご利用ください
背景写真：©JAPAN SPORT COUNCIL

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンをよりいっそう楽しん
でいただくために、ジョイントイベントを開催します。
ランナー以外のご来場も大歓迎 ！
地域で活動している団体によるステージパフォーマ
ンスや、物販コーナー、体験コーナー、キッチンカーな
ど、楽しいイベント盛りだくさん。
ぜひご来場ください。

雨天
決行

スタート・フィニッシュ　国立競技場

SUN2023.1.29 

JOINT EVENT

イベント詳細は
こちら！！

ジ ョ イ ン ト　　　　 イ ベ ン トジ ョ イ ン ト　　　　 イ ベ ン ト

和田正人さん
ドラマや映画で活躍中の俳優・和田正人さんが、ジョイ
ントイベントに参加 ！
箱根駅伝で日本大学主将を務めた経験もある、和田さ
んによるトークショーは必見です。
13:00～13:30　＠パフォーマンスステージ

          スペシャルゲスト

入場無料

1

            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

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。

www.regasu-shinjuku.or.jp

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。

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和5年1月20日 第288号　次号は2月5日発行です。　〒169-0072  東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックセンター内　Tel 03-3232-7701（代表）　Fax 03-3209-1833

モルック体験会TOPICS 2面 健康ウォーキング情報3面 4面 いっしょだから楽しい！親子で工作体験

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。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。



http://www.shinjukukufa.com/index.php/futsal/
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お問い合わせは直接各ご連絡先まで

レ ガ ス パ ー ク

結婚は沢山のプロフィールから御相手を探す�
お見合い実績5000組突破！質が高く安心
真剣な婚活を効率的に、成婚迄フルサポート
ブライダルスワン電話☎03-5962-7704　片山

平日夜・休日朝のフラダンス1回1100円～
新宿スポ－ツセンター／元気館／四谷スポー
ツスクエア☎エメフラ東京070-9070-9009

ボッチャ新宿小学生カップ･プレ大会
新宿区で初めての小学生によるボッチャ団体戦。仲間と戦術を考えながら対戦相手を撃破
して新宿ボッチャナンバーワンの座を勝ち取ろう！君にも優勝のチャンスがある!!
日 �3月12日（日）　13:00～16:00　場新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
対区内在住・在学の小学生で構成されたチーム　定 20チーム（3名／チーム）　※先着順
申 �1月23日（月）から新宿未来創造財団ウェブサイト専用フォームで、お申し込みください。
新宿コズミックセンター窓口での申し込みも可。　 WEB

締 2月20日（月）　
主催新宿区スポーツ推進委員協議会　
協力新宿区、（公財）新宿未来創造財団　
問地域交流課　Tel�03-3232-5121

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 �2月20日（月）・22日（水）・24日（金）　9:30～13:00
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 10名（多数抽選／初参加の方優先）
申 �電話、FAX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3日前
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、主催者から開催当日2時間前までに参加者全員に連絡します。
主催 問新宿区グラウンド・ゴルフ協会　安藤映男
　　　Tel&Fax�03-3209-4317（当日連絡先：Tel�090-9206-0730）

● 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。

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）

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 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

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。

パラスポーツを体験
～パラバレーボール体験会～
障がいのある方などが、スポーツや体を動かすことを楽しむために必要な「視点」や「工夫」
を、パラバレーボール（座位）体験を通して学びます。
日 �3月21日（火祝）　13:30～15:00
場四谷スポーツスクエア　地下2階多目的ホール（四谷1-6-4）
対どなたでも　定 30名（多数抽選）
申 � に記載例（下段）のほか、Eメールアドレスを記入し、
新宿コズミックセンターへ。新宿コズミックセンターおよび、
四谷スポーツスクエアの窓口での申し込みも可。 WEB

　※1通につき4名まで申し込み可
　※�当選者にのみ、Eメール（Eメールアドレスのない方には郵送）でご案内を通知します
締 2月15日（水）　講 協力（一社）日本パラバレーボール協会
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

みんなでエンジョイスポーツ！
モルック体験会
フィンランド生まれのスポーツ“モルック”。
運動が苦手な方やスポーツの経験がない方でも、年齢や性別、障がいの有無を超えて、誰でも
一緒に楽しむことができます。この機会にモルックを体験してみませんか？
日 �3月4日（土）　10:00～12:00（受付は9:30～）
場四谷スポーツスクエア　地下2階多目的ホール（四谷1-6-4）　講新宿区モルック協会
内容モルックのルール説明、基本動作の練習、ゲーム
対どなたでも　定 30名（多数抽選）　
￥ �100円（介助者は1名のみ無料）
申 � に記載例（下段）のほか、Eメールアドレスを記入し、
新宿コズミックセンターへ。新宿コズミックセンターおよび、
四谷スポーツスクエアの窓口での申し込みも可。　 WEB

　※1通につき4名まで申し込み可
　※�当選者にのみ、Eメール（Eメールアドレスのない方には郵送）でご案内を通知します
締 2月15日（水）　協力新宿区モルック協会　問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701 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 �3月1日・8日・15日・22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）
￥ �全4回�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、2月17日（金）までに通知を発送します
締 2月10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）新宿体育協会　問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

ビーチボールバレー
順　位 地　区 チーム名
優　勝 落合第二 落六ビスケッツ
準優勝 落合第一 落合爆笑族

第3位
角　　筈 ニョッキーズ
戸　　塚 戸二小ダイコンズ

ボッチャ
順　位 地　区 チーム名
優　勝 榎 ウエストWASEDAマーベリック
準優勝 四　　谷 舟町3

第3位
落合第二 レットバース
戸　　塚 さとう＆こん

ユニカール
順　位 地　区 チーム名
優　勝 柏　木 北四Aチーム
準優勝 若　松 一か八か

第3位
大久保 百三青年部チャン

ピオンチーム
柏　木 北新宿蜀山町会B

輪投げ：60歳以上の部
順　位 地　区 チーム名 得点
優　勝 落合第二 西落合クラブB 321
準優勝 若　　松 戸山ハイツ西地区A 209
第3位 落合第一 尚寿会Aチーム 197
最多得点賞：
落合第二　西落合クラブB　貫井保志子　114点

輪投げ：一般の部
順　位 地　区 チーム名 得点
優　勝 若　松 横丁買い出し隊 170
準優勝 四　谷 左門町接骨院 158
第3位 四　谷 アイラブ大京町B 131
最多得点賞：
若松　横丁買い出し隊��星奈緒美　77点

問地域交流課　Tel�03-3232-5121

令和4年12月11日（日）、新宿スポーツセンターにて開催されました。
入賞されたチームおよび、個人のみなさま、おめでとうございます。

令和4年度　
第42回 コミュニティスポーツ中央大会結果

日 �3月19日（日）　17:00～21:30　場新宿スポーツセンター　3階大体育室（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新宿区サッカー協会登録チーム
￥ �2,000円／チーム（別途連盟経費�8,000円）��※申し込み後、指定口座にお振り込みください
申 �実施要項を確認のうえ、1月23日（月）～2月28日（火）に下記アドレスにお申し込みください。
　新宿区サッカー協会フットサル委員会　 shinjuku.futsal@gmail.com
　※先着順。定数に達した場合、キャンセル待ち
　※�実施要項は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
※詳細は新宿区サッカー協会フットサル委員会ウェブサイト

でご確認ください
主管（一社）新宿区サッカー協会フットサル委員会
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
フットサル

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。



 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。

 

令和5年度利用のご案内　江戸川河川敷グラウンド
場江戸川河川敷グラウンド（埼玉県三郷市市助地先）
対満18歳以上の方を代表とする次の団体
　Ⓐ一般（区民）団体：新宿区在住または在勤者で構成する10名以上の団体
　Ⓑその他団体：Ⓐに当てはまらず、5名以上で構成する団体
￥ �2,500円／時間
申（1）抽選会（Ⓐのみ参加可）　（2）抽選後の空き施設予約（ⒶⒷとも先着順）
　※�抽選会後、空き枠を新宿未来創造財団ウェブサイト上に公開し、利用開始5日前まで新宿
コズミックセンター窓口で申し込みを受け付けます

抽選会�
　�日 �①4月～6月分：2月22日（水）　
　　②7月～9月分：5月24日（水）
　　③10月～12月分、令和6年3月分：8月23日（水）
　　　いずれも10:30開場　11:00抽選開始　※時間厳守
　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

有効期限が3月31日までの、「小学生区分」「中学生区分」の団体登録更新を受け付け中です。
新型コロナウイルス感染症対策のため、お申し込みは新宿コズミックセンター窓口での事
前予約制となります。事前に電話でご予約のうえ、ご来館ください。
対①〔屋外スポーツ施設〕小学生・中学生区分
　②〔学校校庭スポーツ開放〕小学生区分
申新宿コズミックセンター窓口　①9:00～20:00　②平日9:00～16:30

持ち物 �代表者の本人確認書類（運転免許証・健康保険証など公的な証明書）を必ずお持ちくださ
い。代理人による申請の場合は、代表者の本人確認書類（コピー可）のほかに、代理人の本人
確認書類および代表者・代理人それぞれの登録申請書への署名が必要です（代理人は団体
メンバーの成人保護者に限ります）。
※�①の団体登録申請用紙は新宿コズミックセンターで配布、または新宿未来創造財団ウェ
ブサイトからダウンロードも可

問①施設課　Tel�03-3232-7701　②地域交流課　Tel�03-3232-5121

令和5年度利用のご案内　上智大学真田堀運動場
大学使用時を除く、4月～12月の日曜日・祝日に上智大学真田掘運動場（千代田区紀尾井町
7-1）がご利用いただけます。
対新宿区・千代田区・港区に在住または在勤者で構成する団体（在学者の団体は対象外）
￥〔野球場（硬式野球可）〕�1,500円／時間
　〔サッカー・ラグビー場〕�2,000円／時間（時間帯により別途照明料�2,400円／時間）
　※利用日の5日前までに、上智大学発行の振込依頼書でお振り込みください
申毎月抽選会にて、翌月分の利用を決定します。
　※�大学の都合などにより利用休止となる場合には、新宿未来創造財団ウェブサイトにてお
知らせします。必ずご確認ください

抽選会
　日���対象月の前月の第4水曜日　9:30開場　10:00抽選開始　※時間厳守　
　場 ��新宿コズミックセンター　3階大会議室
　持ち物 �団体代表者の対象区内在住・在勤が確認できる書類（運転免許証・保険証など）
　　　　※�代理人が参加する場合は、代表者の在住･在勤確認（コピー可）と代理人ご本人の

確認が必要です

問施設課　Tel 03-3232-7701

勤務地 �区内の小学校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は、原則14:00前後～18:00前後
　　　��※��学校の長期休業期間中（夏休み、冬休み、春休み）は10:00前後～18:00前後
　　　��※勤務曜日は原則固定（土日・祝日休み）
対 �子どもと接することが好きな方（資格・経験不問）　
時給 1,112円（業務調整手当含む）　※研修時�1,072円
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。
その他 �◦勤務開始日・曜日・時間等応相談　◦採用前研修あり
問子ども支援課　Tel�03-3232-5122（平日�9:00～17:00）

子どもたちが安心して放課後の時間を過ごせるよう、学校内の活動室（教室）や校庭・体育館等
で安全管理や遊びのサポートをする仕事です。幅広い年齢層の方が活躍しています。

1,112円時 給週1日からOK！

スタッフ募集スタッフ募集!!!!
課後  　どもひろば放学校小 子

くわしくは
こちら

☆未経験でも「子どもが好き」という気持ちがあればOK☆

屋外スポーツ施設・学校校庭スポーツ開放　小中学生登録更新のご案内 

※�冬季のため、待ち合わせ途中参加および昼食休憩はありま
せん。昼食は解散後となります

日 �2月7日（火）　受付�9:15～9:25（解散�13:00頃予定）
集合 �JR各線「甲府駅」駅前（山梨県甲府市丸の内1-1-8）
　　（あずさ3号　新宿駅�7:30発→甲府駅�9:08着）
解散 JR中央本線「韮崎駅」駅前（山梨県韮崎市若宮1-1-1） 
￥ �会員�無料、一般�400円
主催NPO法人新宿区ウオーキング協会
問NPO法人新宿区ウオーキング協会　
　Tel�090-3217-4109

日 �2月24日（金）　受付�10:00～10:15（解散�12:00頃予定）
集合大久保地域センター（大久保2-12-7）
　　最寄駅：JR山手線「新大久保駅」徒歩約8分
解散 �新宿中央公園（西新宿2-11）
　　最寄駅：都営大江戸線「都庁前駅」徒歩約2分
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216回例会
   甲州街道 No.10 約14km

2レガス健康ウォーキング
  立春の葛西臨海公園 約8ｋｍ

3第7回 いきいきウォーク新宿　
  伝説の地から大都会の
　オアシスへ 約5.8km

日 �2月15日（水）　受付�8:40～9:00（解散�12:00頃予定）
集合 �長島一号公園（江戸川区中葛西3-21-1）
　　最寄駅：東京メトロ東西線「葛西駅」中央改札・北口徒歩約3分
解散葛西臨海公園（江戸川区臨海町6-2）
　　最寄駅：�JR京葉線「葛西臨海公園駅」徒歩約3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

長島一号公園（スタート）→葛西親水四季の道→
新田の森公園→新左近川親水公園→
総合レクリエーション公園→なぎさ公園→
武蔵野の路葛西コース→葛西臨海公園（ゴール）

大久保地域センター（スタート）→都立戸山公園→
百人町ふれあい公園→鎧神社→園照寺→
柏木地域センター→成子天神社→熊野神社→
新宿中央公園（ゴール）

甲府駅前エリア（スタート）→サイカチの木→
赤坂供養塔→泣石→塩崎駅→芭蕉句碑→塩川橋→
一橋家陣屋跡→韮崎駅前エリア（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。　32月7日（火）～22日（水）
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7回�い
きいきウォーク新宿」に参加の旨お伝えください。　※いずれも雨天決行

服装 持ち物 �歩きやすい服装（スカート不可）、運動靴（普段から履きなれた靴）、マスク着用でお越しください。
　　　　　飲み物、帽子、雨具（レインコートなど）などは各自でご用意ください。
その他 �コロナ禍での実施となります。事前の体調管理に十分に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（10名程度）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

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。



●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）
●Y席は公演当日25歳以下対象。　※販売（新宿文化センター
のみ）時に引換券を発行し、当日チケットと引き換え（要証明
書［学生証・保険証・免許証］）
●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（一部公演を除く）。
●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
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。

※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

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）

窓口販売

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

※お取り扱いのない公演も
　あります

チケットぴあ　
https://t.pia.jp/
※予約には Pコードが
　必要です

イープラス　
https://eplus.jp/
（24時間受付）

プレイガイド ご
予
約
の
流
れ

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

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  

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。

Kバレエ スクール主催　
バレエワークショップ開催！
Kバレエ スクールの講師、専属ピアニストによる演奏
のワークショップを開催いたします。
Kバレエ スクールで実践している、基礎を重視した
指導に基づいたワークショップです。
バレエ未経験者、初心者の方でもご参加いただけます。
この機会にKバレエ スクールを体験してみませんか？
日 �3月11日（土）　15:00～15:45
場新宿文化センター　大ホール�舞台上
対 4～6歳のバレエ初心者　定 30名（先着順）
￥2,000円　協力（株）K-BALLET　締 2月20日（月）
申 問Ｋバレエ�スクール
　　�Tel�03-5805-8812　http://www.k-balletschool.com

くわしくは
こちら

第19回 新宿区男女共同参画フォーラム
あなたの居場所と時間はありますか 
～輝いて生きるために～　

〔第1部〕新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰式
〔第2部〕講演　水

み

無
なし

田
た

気
き

流
りう

（社会学者）
日 �2月18日（土）　13:30～16:00　
場四谷区民ホール（内藤町87）
講水無田気流（社会学者）　定 390名（先着順）
申不要。当日直接、会場へお越しください。
主催新宿区　企画運営 男女共同参画フォーラム実行委員会
問新宿区男女共同参画課　Tel�03-3341-0801 水無田気流

手話通訳あり

いっしょだから楽しい！親子で工作体験
カラフルなキットを使って親子で工作体験♪
子どもの創造力も広がります。ゆっくりコミュニケーションしながら楽しい時間を過ごし
ましょう。マラカスづくりは2歳のお子さんから参加できます。

日 �3月4日（土）　①13:30～14:30　②15:00～16:00　場新宿文化センター　第1会議室
対①2～5歳児と保護者のペア　②4～7歳児と保護者のペア
　※いずれも区内在住・在勤者優先　※原則1組につき、キットは1つとなります
定各20組（多数抽選）
申 � に記載例（2面）のほか、希望するコース（①または②）を記入し、新宿文化セン
ターへ（1通につき1コース・1組のみ）。　 WEB

締 2月20日（月）　問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

×

コース 内　容

① エッグマラカス
　づくり
   （2～5歳向け）

たまごサイズの透明な
プラケースにかわいい
台紙を差してカラフル
なビーズを入れれば、手
のひらサイズの小さな
楽器「エッグマラカス」
ができあがります。振っ
て、鳴らして、演奏して
みましょう。

② Myおうちバッグ
　づくり
   （4～7歳向け）

かわいいハウス型の紙
バッグを組み立てて、デ
ザインシールを使って
デコレーションします。
子どもの自由な発想で、
楽しい自分だけのバッ
グが作れます。

地域活動の発信力を磨いてみませんか？
地域でさまざまな活動をしていると、仲間集めやイ
ベント告知など、情報発信する機会が多くあります。
この講座では、前半で、最近のさまざまなメディアの
特徴を学び、後半では、チラシを中心に、すぐに実践・
改善できるポイントをいくつかお伝えします。
日 2月26日（日）　10:00～12:00
講牛山佳菜代
　（目白大学メディア学部准教授）
定 30名（多数抽選）　

2地域活動の想いを伝える
　メディア活用講座

知ればきっとためになる！

自閉症や知的発達障がいのある方の特性を、ワーク
ショップを通して体感してみませんか。思ったよう
にできないときや不安なときにはどんな言葉をかけ
てほしいか、見え方や聞こえ方はどう違うのかを知
り、コミュニケーションや支援についてのヒントが
得られます。
日2月18日（土）　10:00～12:00
講新宿区手をつなぐ親の会�キャラバン隊『Winds』
定 30名（多数抽選）

場新宿コズミックセンター　3階大会議室　対どなたでも（区内在住・在勤の方優先）　
申 � に記載例（2面）のとおり記入し、地域交流課へ（1講座1通につき1名のみ）。新宿コ
ズミックセンター窓口での申し込みも可。　 WEB

締12月3日（金）　22月10日（金）　問地域交流課　Tel�03-3232-5121

1�疑似体験から学ぶ障がいのある方
とのコミュニケーション

©Ayumu Gombi

出��Kバレエ�カンパニー、Kバレエ�スクール　日 3月11日（土）　13:00開演（12:15開場）
内容 �バレエ解説、バレエ「白鳥の湖」名場面実演　ほか
�￥ �全席指定　※3歳未満入場不可
　おとな（中学生以上）   ：
　一般�2,000円、区民割引�1,800円、友の会割引�1,700円
　こども（3歳～小学生）：
　一般�1,000円、区民割引�　800円、友の会割引　�700円
　※チケット購入方法（下段）参照
協力（株）K-BALLET　問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

熊川哲也主宰のKバレエ スクールによる
はじめてのバレエ鑑賞 13:00 開演

3.11土

©Izumi Sakurai

区民割引あり 新宿文化
センターのみ（ ）

※ 外部サイトに
接続します

同日開催

×

ロビーコンサート新宿コズミックセンター

伊藤万桜 陬波花梨

ヴァイオリン×サクソフォン コンサート
2023年も音楽あふれる年に！
数々のコンクールやメディア等でも活躍中のアーティストが登場！
ヴァイオリンとサクソフォンの艶やかな音色をお楽しみください。
出伊

い
藤
とう
万
ま
桜
お
（ヴァイオリン）、陬

す
波
わ
花
か
梨
りん
（サクソフォン）

日 �1月25日（水）　12:00開演　※約40分
場 1階ロビー　
定いす席　50席程度
申不要。当日直接、ご来場ください。
　※ご入館の際は、検温・手指消毒にご協力ください
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

新宿文化センター大ホール

4 2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・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）


