
「きつい」と感じる講座も、みんな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 �5月10日～7月12日の毎週水曜日　19:10～20:10　全10回
場 3階�和室　講ムラタ　定 20名�
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期待できます。健康
的な身体を目指しましょう ！
日 �5月17日～7月19日の毎週水曜日　19:10～20:10　全10回
場 2階�レクリエーションホール　講なつみ　定 15名
持ち物 �靴下（必要な方）

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
¥ �いずれも�5,100円　※事前振込制（別途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。
　※�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。
　　つながる連絡先を登録してください
締 4月9日（日）　問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

水曜／夜のコース水曜／夜のコース
in 大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42） in 住吉町生涯学習館（住吉町13-3）

出張出張出張出張 短期スポーツプログラムをお近くの施設で ！

パックパックパックパック in 新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

〜〜春春〜〜短期短期短短期期

ヨーガの正しいポーズと呼吸法を学び、凝り固まった腰や肩回
りなど、全身の筋肉と心をほぐしましょう。
日 �5月17日～7月19日の毎週水曜日　20:20～21:20　全10回
場地下1階�多目的広場　講今田智子　定 26名
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

筋トレは体にいいことだらけ！継続することで、姿勢改善やスト
レス軽減等、体は大喜び！この春から初めて、健康的な体を手
に入れましょう ！ 今の自分からレベルアップしてみませんか？
日 ��5月1日～7月31日の毎週月曜日　10:55～11:55　全10回
　※5月8日、6月12日、7月10日・17日を除く
場地下1階�小体育室　講田中和幸　定 55名
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 �5月16日～7月18日の毎週火曜日　12:50～13:50　全10回
場地下1階�小体育室　講長友珠紀　定 55名
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

リラクゼーションヨーガ

ちょっと頑張る ！ 筋トレ ！1

3

6

2 体幹鍛えるベリーダンス ！

全身筋力トレーニング

体幹ストレッチ

身体の内側の筋肉を動かし、体幹を安定させ、お腹まわりを
すっきり引き締めます ！
日 �5月16日～7月18日の毎週火曜日　9:30～10:30　全10回
場 1階�第二武道場　講 chiyo　定 30名
持ち物 �ヨガマットまたはバスタオル

お腹すっきりピラティス

ストレッチをしてから両手でバーにつかまり、バレエの基本的
な動きを学びます。老若男女問わず ！ バレエ好き集まれ ！
日 �5月18日～7月20日の毎週木曜日　12:50～13:50　全10回
場地下1階�多目的広場　講法元美都子　定 26名
持ち物 �バレエシューズ、ヨガマットまたはバスタオル

はじめてのバレエ入門

24式太極拳の基本に従い、緩やかと伸びやかな動きをゆっくり
繰り返し、転倒を防げる筋力を増強させます。
日 �5月17日～7月19日の毎週水曜日　9:30～10:30　全10回
場 1階�第二武道場　講栗小平　定 30名

24式太極拳

水曜／夜のコース 月曜／午前のコース 火曜／午前のコース

火曜／午後のコース 木曜／午後のコース水曜／午前のコース
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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。
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 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。

〒156-0056
東京都世田谷区八幡山 3-17-1
TEL:03-6379-6124
FAX:03-6379-6125
https://www.do-urban.co.jp

印刷・映像・Ｗeb・
広告宣伝メディア等の分野で
総合的な企画・制作を
する会社です。



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。

あなたの健康づくりを応援します！ 
1回からでも気軽に始められるプログラムが37講座！

場新宿コズミックセンター内　各会場　対高校生以上　※親子向け講座は乳幼児の年齢制限あり
受付時間 ���各プログラム開始時刻20～5分前まで
￥ 500円／回（2,000円／5回分のお得な回数券も！）　※託児は�400円／回
参加方法 ���事前予約制。各プログラム開催1週間前の正午～前日までに、新宿未来創造財団ウェブサイ

トからご予約ください。
また、託児を利用される方はプログラム予約とは別に託児予約をしてください。　

令和5年4～9月のプログラム

いつでもいつでも

曜日 講　座　名 時　間 会　場 講　師 強 度 持ち物 内　　　容

月

カラダ！調整ストレッチ 9:30～10:30 多目的室 蔭山雅之 ★☆☆ マット 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。

コンディショニングストレッチ
（初級） 9:30～10:30 小体育室 高橋優美 ★★★ マット・�

タオル 体重を利用し、全身の筋力トレーニングとコンディションをアップするストレッチです。

ヨガエクササイズ 10:55～11:55 多目的室 長友珠紀 ★★☆ マット 身体への意識を高めひとつひとつのポーズをていねいに行います。力強くしなやかな身体へと導きます。

ゆったり骨盤体操 10:55～11:55 第二武道場 あかり ★☆☆ マット・�
タオル 身体調整ストレッチや体操で、骨盤・身体のゆがみをリセット。不調を軽減、予防します。

火

朝ヨガ 9:30～10:30 多目的広場 ワカバ ★★☆ マット 一日の始まりにヨーガの呼吸法と正しいアーサナ（ポーズ）を通して心身の調和を図ります。

チューブdeトレーニング 10:55～11:55 多目的広場 尾崎伊奈 ★★☆ マット ゴムチューブの伸縮を利用した筋肉トレーニング。強度を調整できるため無理のないトレーニン
グができます。

女性のための
癒やしヨガ� �幼 �女性 10:55～11:55 第二武道場 鈴木菊 ★★☆ マット

出産や加齢に伴う不調の改善を目指します。
忙しい日常から離れ、自分の時間を楽しみましょう。
幼：生後2ヵ月～1歳6ヵ月対象

アクアウォーク&ダンス� 妊 14:00～14:50 プール セルツァー ★★☆ ― 音楽に合わせて体を動かし脳も体も活性化！
リズムに合わせて楽しく体を動かしましょう。

気功太極拳 14:15～15:15 小体育室 栗小平 ★☆☆ ― 気功法を用い体内の気血の流れを整え、太極拳の流麗な動きで転倒防止、良いバランス感覚を作
り上げます。

スッキリ！ボクシング 14:15～15:15 多目的広場 里見昌斗 ★★★ 室内用�
運動靴

音楽に乗ってパンチ・キックを決めたら気分はボクサー！
脂肪燃焼やストレス解消に効く本格的なボクシングプログラム。

コンディショニングストレッチ
（中級） 19:15～20:15 多目的室 高橋優美 ★★★ マット・�

タオル 体重を利用し、全身の筋力トレーニングとコンディションをアップするストレッチです。

水

健康ストレッチ 9:30～10:30 小体育室 長友珠紀 ★☆☆ マット 筋肉のこわばりをほぐし、首・肩・腰まわりの辛さや全身疲労感などの不調を改善します。
心と体をほぐす
ピラティス 9:30～10:30 多目的広場 あかり ★☆☆ マット・�

タオル
呼吸を楽しみ、身体の使い方を覚えて、体幹の安定を図ります。持久力、集中力、手足の重さに振
り回されない身体を作りましょう！

骨盤調整ヨガ� �幼 �女性 10:55～11:55 第二武道場 鈴木菊 ★★☆ マット
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。
幼：生後2ヵ月～1歳6ヵ月対象

リフレッシュ・ヨーガ 10:55～11:55 多目的広場 ワカバ ★★☆ マット 呼吸と動作を合わせながら体に英気を養い、心の静けさをも感じる時間をつくります。
自分をチューニングし、その日を過ごすと一日の流れが良くなります。

ハワイアンフラ� 妊 10:55～11:55 小体育室 豊田和子 ★☆☆ 筆記
用具

心地よいハワイアンのメロディーに乗って、体幹が無理なく鍛えられ、脳も活性化。心と身体にご
褒美を！

美しい姿勢をつくるヨーガ 19:15～20:15 多目的広場 今田智子 ★★☆ マット 背筋を伸ばし好印象に！身体を支える筋肉を刺激し、しなやかに動き、美しい姿勢に。

スッキリ！ボクシング 19:10～20:10 多目的室 里見昌斗 ★★★ 室内用�
運動靴

音楽に乗ってパンチ・キックを決めたら気分はボクサー！
脂肪燃焼やストレス解消に効く本格的なボクシングプログラム。

木

ボディコントロール� 妊 �託 9:30～10:30 第二武道場 セルツァー ★★☆ マット・�
タオル

ヨーガ･ピラティス･骨盤体操などの要素を取り入れ、日常的に必要な柔軟性や正しい姿勢・バラ
ンス能力を向上させます。

ダンベル筋トレ＆ストレッチ�託 9:30～10:30 小体育室 tae ★★★ マット リズムに合わせ、ダンベル運動で全身の筋力をバランスよく鍛え、引き締まった身体をつくります。

アクアエクササイズ� 妊 �託 10:00～10:50 プール 岡田由記子 ★★☆ ― 膝や腰に負担をかけない水中運動で脂肪燃焼＆体力アップ！

骨盤ピラティス� 妊 �託 10:55～11:55 第二武道場 ナオコ ★★☆ マット 体の歪みや下半身の冷え・むくみ対策のエクササイズで、骨盤を整え全身をスッキリと引き締め
ていきます。

チャレンジエアロ� 託 10:55～11:55 小体育室 早川美奈子 ★★★
マット・
室内用
運動靴

心も身体もリフレッシュ！楽しく、気持ち良く全身を動かし代謝の良い身体をつくります。

ZUMBA 12:50～13:50 多目的室 小坂恵美 ★★★ 室内用�
運動靴

ラテン･ディスコ･ベリーなど、さまざまな踊りを融合したダンスフィットネスで、爽快な汗をかき
ましょう！

ゆがみを整える
ペルビックストレッチ 14:15～15:15 多目的広場 長友珠紀 ★★☆ マット・�

タオル 骨盤周りのインナーマッスルをほぐし効果的に鍛え、身体のバランスを整えます。

ヨーガ� 妊 14:15～15:15 多目的室 大内かおり ★☆☆ マット ヨーガの深い呼吸法と正しいポーズを覚え、精神の安定と身体の調整を行います。

金

ベーシックヨガ� 妊 �託 9:30～10:30 多目的室 MIWA ★★☆ マット コリや痛みの改善を！
居心地の良い体作りを目指しながら行うポーズで呼吸が深まり心のバランスが広がります。

ボイストレーニング＆　������妊 �託 �ストレッチ　　　　　 9:30～10:30 第一武道場 田上智恵 ★☆☆ ― 身体の構造に基づいた、ボイスノウハウのポイントを体感しながら、ストレスの解消と歌唱力
アップにつなげます。

骨盤体操� 妊 �幼 �託 10:55～11:55 第一武道場 岡田由記子 ★★☆ ―
骨盤環境を整え、歪みのない美しい健康ボディーを手に入れましょう！�
幼：生後2ヵ月～1歳対象

チャレンジヨガ� 託 10:55～11:55 多目的室 MIWA ★★★ マット 安全で効果的に筋力や柔軟性が高まるアプローチを行います。
チャレンジングなポーズへの取り組みを楽しむことで、心身ともにリフレッシュを！

癒やしのフラダンス 14:15～15:15 多目的室 石黒晴美 ★☆☆ ― 楽しく踊りながら筋力トレーニングや身体バランスの改善を！
愛あふれるハワイアンミュージックに心身ともに癒やされましょう。

土

気功太極拳 9:20～10:20 多目的室 閻洪亮 ★☆☆ ― 気功法を用い体内の気血の流れを整え、太極拳の流麗な動きで転倒防止、良いバランス感覚を作
り上げます。

コンディショニングストレッチ
（初中級） 9:20～10:20 小体育室 高橋優美 ★★★ マット・�

タオル 体重を利用し、全身の筋力トレーニングとコンディションをアップするストレッチです。

ブレス･エクササイズ� 妊 9:20～10:20 多目的広場 岡田由記子 ★★☆ マット 呼吸筋を鍛えて身体の中から活性化。基礎代謝も免疫力もUP！

親子リトミック（3B体操） 9:20～10:20 幼児体育室 長谷川香織 ★☆☆ ―
乳幼児期のお子さまの成長に合わせ、保護者の方と一緒に音楽に合わせて遊びながら、さまざま
な運動をする講座です。
乳幼児 :1歳（歩けるお子さま）～未就学児対象

ゆっくりヨーガ� 妊 10:50～11:50 多目的室 大内かおり ★☆☆ マット スローな動きで、無理なくヨーガのポーズを行い心身のコンディションを整えましょう。

脂肪燃焼エアロ 10:50～11:50 小体育室 高橋優美 ★★★ 室内用
運動靴 ローインパクトで、筋肉のコンディションを整え行う有酸素運動です。爽快な汗をかきましょう！

スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701
　　　　　　　　　　　Fax 03-3209-1833問い合わせ

幼 �幼児同伴可（対象年齢は内容欄をご覧ください）　女性 �女性限定
妊 �妊婦の方でも参加できます。　託 �託児サービス
※�「持ち物」のタオルは、汗ふき用とは別に肩幅程度に広げられるものをお持ちください。
　マットについては、ヨガマットまたはバスタオルをご持参ください
※水分補給のため、飲み物をご持参ください

マークの
説明�

新年度案内

新宿コズミックセンター スポーツプログラム

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。



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
年齢不問フラダンスで楽しく健康習慣！ 
新宿スポ－ツセンター／元気館／四谷スポー 
ツスクエア／高田馬場 エメフラ東京で検索
カラオケ個人指導 keyboard使用　高田馬場 
カラオケ館2号 火or水 午後 月2回60分1万円 
発声重視 中高年の方 ☎ユニオン 3339-6166
健康マージャン　女性･初心者･シニアが中心 
ほのぼの教室も開催！3h1100円初回無料体験 
高田馬場1分麻雀OZ（オズ）☎03-5285-8666

レ ガ ス パ ー ク
お問い合わせは直接各ご連絡先まで
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新宿コズミックセンター  
スポーツフリー指導 再開！
この春から新しいことはじめませんか。気軽にスポーツを楽しんで、
爽やかな汗をかいてココロもカラダもリフレッシュ！スポーツフリー
指導では指導員がみなさんの活動を全力でサポートします。
①バレーボール　②ソフトバレーボール　③バドミントン
日①9:30～12:00の毎週火曜日　②19:00～21:45の毎週火曜日　
　③〔午前クラス〕10:00～12:00の第1・3水曜日　
　　〔午後クラス〕16:30～18:30の第2・4金曜日
　　〔夜間クラス〕19:00～21:00の第2・4水曜日
　※ 詳細な日程は、新宿コズミックセンターで配布される月間予定表や

新宿未来創造財団ウェブサイトでご確認ください
場 2階大体育室　対どなたでも（中学生以下が18:00以降に利用する場合、要保護者同伴）
定①②ともに50名　③午前クラス60名、午後クラス30名、夜間クラス60名
￥中学生以下 100円／回、高校生以上 400円／回
申  開催当日、新宿コズミックセンター1階の券売機でチケットをご購入のうえ、直接ご来場く

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
持ち物  運動できる服装、タオル、室内履き、飲み物　など
　　　※③に参加される場合、ラケットとシャトルは各自ご持参ください
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

空
くう

道
どう

の体験教室
空手でもない、柔道でもない、21世紀生まれの総合武道「空道」。
幼稚園からシニアまで老若男女が楽しく学べます。
日 4月2日・9日・30日のいずれも日曜日
　12:30～13:30（受付は12:20～）　全3回　※1回ごとの申し込みも可
場新宿コズミックスポーツセンター　1階第一武道場
講（一社）全日本空道連盟公認指導員　
内容空道の基本・移動稽

けい

古
こ

、ミット打ち
対どなたでも　※親子での参加歓迎　定各回先着10名　￥ 500円／回
申  各開催2日前までに、電話またはEメールにて下記問い合わせ先までお申し込みください。
持ち物  動きやすい服装、水、タオルを忘れずにお持ちください。
主催新宿区空道協会
問新宿区空道協会　金子　Tel 090-1255-1624 kudo.shinjuku@gmail.com

障がい者スポーツデー（プール）
障がいがある方にプールを楽しんでいただくことを目的とした施設開放です。
日毎週火・木曜日（休館日・祝日を除く）　15:35～17:35（最終入場は17:05まで）
　※ 詳細な日程は、新宿コズミックセンターで配布される月間予定表や新宿未来創造財団

ウェブサイトでご確認ください
場新宿コズミックセンター　地下1階プール
対身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方とその介助者
￥  100円／名（介助者は1名のみ無料）　※区内在住者は無料でご利用いただけます。プール

受付にて各手帳の住所が確認できるページをご提示ください
申  不要。新宿コズミックセンター1階・地下1階の券売機で「障がい者

スポーツデー」のチケットをご購入のうえ、直接ご来場ください。
持ち物  水着、水泳帽、タオル、ゴーグル　など
その他  プールには障がい者用更衣室（車いす利用可）がございますが、混雑時は譲り合って

ご利用ください。また、プールサイドへはプール備え付けの車いすをご利用ください。
　　　※水泳の指導員はおりません
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

第1期 初心者弓道教室 参加者募集
日本の伝統武道である「弓道」は、心と技から成り立ちます。
技に従い、道に進むといわれるように、まずは正しい技術の習得から
始めてみませんか?
日 5月16日（火）・18日（木）・20日（土）・23日（火）・25日（木）・27日（土）
　19:00～21:00　全6回
場新宿コズミックセンター　1階弓道場　定 20名（多数抽選）
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）　※必要な弓道用具は貸し出します
￥全6回 3,100円　※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）のほか、弓道経験を記入し、新宿コズミックセンターへ。 WEB
　※当選者にのみ、4月28日（金）までに参加案内を郵送します
締 4月14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

区民初心者ゲートボール教室
ゲートボールは、もともとは若い人向けの種目です。囲碁・将棋のように、頭を使って作戦を
練る知的スポーツのひとつです。スティック1本で老若男女、だれでも楽しめますので、あな
たもぜひ一度参加してみてください‼
日① 4月3日（月）・5日（水）・7日（金）・10日（月）・12日（水）・14日（金）・

17日（月）・19日（水）・21日（金）　9:30～12:00
　②4月2日・9日・16日・23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5名（先着順）　￥ 200円／回
申  電話にてお申し込みください。　締各開催3日前
問新宿区ゲートボール協会　杉山　Tel 090-3804-8231

初心者フットサル教室（第1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  5月19日、6月2日・9日・16日・23日・30日、7月7日・14日・21日の

いずれも金曜日、7月31日（月）　20:00～21:30　全10回
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・はじめての方優先）
￥全10回 5,100円　※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。 
　 WEB　※当選者にのみ、4月28日（金）までに参加案内を郵送します
締 4月14日（金）　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

インクルーシブスポーツデー Let's!★くるすぽ
運動すると気分がスッキリしたという経験はありませんか？運動は身体だけではなく、心
にも良い影響を与えてくれます。参加した誰もが楽しむことができ、障がいの有無に関わら
ずスポーツを楽しめる！それがインクルーシブスポーツ‼
①卓球・ウォーキングサッカー　②卓球・ボッチャ
日 4月27日（木）～令和6年3月28日（木）
　①毎月第4木曜日　②奇数月第2土曜日
　　※ 祝日を除く。11月23日（木祝）の分は、11月30日（木）に

開催します
　①17:00～18:30／19:00～20:30　②10:00～11:30
場新宿コズミックセンター　2階大体育室　
講新宿区スポーツ推進委員　ほか　対障がいの有無に関わらず、スポーツを楽しみたい方　
定①卓球・ウォーキングサッカー各15名、②卓球15名、ボッチャ25名　
￥  100円／名（介助者は1名のみ無料）　※区内在住の方は､登録時に身体障害者手帳･愛の手

帳･精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示すれば参加費無料
申  開催当日、新宿コズミックセンター1階の券売機で「Let’s！★くるすぽ」のチケットをご購入

のうえ、直接ご来場ください。
持ち物  運動ができる服装、室内用の運動靴、タオル、飲み物　など
その他 ◦介助者はおりません。　◦各年度初回に登録用紙を記入していただきます。
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

心を磨き
技を鍛える

東京ヴェルディ「新宿区民観戦デー」
日4月12日（水）　19:00キックオフ（予定）　場味の素スタジアム（調布市西町376-3）
対戦チーム  ブラウブリッツ秋田
対①招待（ホーム自由席）：�区内在住・在勤・在学の小中学生・高校生、

22歳以下の方、65歳以上の方
　②優待（ホーム自由席）：区内在住・在勤・在学の23～64歳の方
　③優待（バックB席）：区内在住・在勤・在学の方はどなたでも
定競技場収容人数に達した時点で受け付け終了
￥� ①無料　②1,000円　
　③�小中学生 500円、高校生・22歳以下・65歳以上

の方 1,000円、23～64歳の方 1,500円
申  右記QRコードから直接お申し込みください。
締試合当日 20:00（後半キックオフ時刻）まで　
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701 ⒸTOKYO VERDY

WEB

週1日からOK！

スタッフ募集スタッフ募集!!!!

課後放学校小
  　 どもひろば子

1,238円時 給
（令和5年4月1日より）
※業務調整手当を含む

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

☆�未経験でも「子どもが好き」という
気持ちがあればOK☆

くわしくは
こちら 対戦相手はブリオベッカ浦安。新宿をホームタ

ウンとするクリアソン新宿は、さまざまな活動
を通して区を盛り上げる活動を行っています。
今シーズンも応援お願いします。

Criacao Shinjuku

新宿区サッカー協会代表チーム　
クリアソン新宿 
　JFL公式戦！

4月9日（日）国立競技場

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。



https://www.children-art.net/pkt-shinjuku2023-kodomo/

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。

場新宿文化センター 小ホール、展示室
講  浅井信好（振付家・ダンサー）
対  小学3年生～中学3年生（パフォーマンス

キッズ・トーキョー未経験者優先）
定  15名（多数抽選）　
参加費  無料
申 「芸術家と子どもたち」

ウェブサイトからお申し
込みください。

締 5月17日（水）
主催�（公財）東京都歴史文化財団 アーツ

カウンシル東京、NPO法人 芸術家と
子どもたち、（公財）新宿未来創造財団

助成 協力東京都
問NPO法人 芸術家と子どもたち
　Tel 03-5906-5705
　Fax 03-5906-5706
　
　

［令和5（2023）年6～7月］ダンスワークショップ＆公演
パフォーマンスキッズ・トーキョー
出演者募集！「●これなんだ」

回 日　程 時　間
1 6月10日（土）

13:30～16:30

2 6月11日（日）
3 6月17日（土）
4 6月18日（日）
5 7月15日（土）
6 7月16日（日）
7 7月17日（月祝）
8 7月21日（金）
9 7月22日（土） 10:00～16:00

10 7月23日（日） リハーサル　10:00～
　　   本番　14:30～

過去のワークショップの様子
Ⓒ松本和幸

浅井信好
Ⓒ佐藤良祐

振付家・ダンサーの浅井信好さんと一緒に、オリジナルの舞台作品をつくりませんか？
今回は空間演出アドバイザーの木田真理子さんも迎えて、ダンス×美術の作品を創作します。
最終日には新宿文化センター 小ホールで発表公演を行います。

新宿文化センター公演　新宿区民ご招待

コール・クライス 特別演奏会
日  4月30日（日）　14:00開演（13:30開場）　場大ホール
出  高橋ゆかり（ソプラノ）、岡村彬子（アルト）、井出司（テノール）
　成田眞（バリトン）、箕輪健（指揮）、CIEL東京室内楽団（管弦楽）
曲目モーツァルト／レクイエム　K.626
　　信長貴富／混声合唱とピアノのための「新しい歌」
申  に記載例（下段）のほか、公演名と日時、希望人数（1公演につき2名まで／多数

抽選）を記入し、新宿文化センターへ（1公演につき1人1通のみ）。
　※ 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 3月30日（木）　問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

100名様
ご招待

仕事や子育てを卒業した方にぴったり。時事、歴史、文学、
医学、法律、音楽等の一流講師が来講します。新しい友人も
できてスキルアップ。ぜひ入会を！

高齢者教養講座支援事業とは、運営団体（サークル）が新宿未来創造財団から事業支援を受け、
自主的に企画する事業です。申し込みに際しお預かりした個人情報は、新宿未来創造財団
から運営団体に提供させていただきます。

高齢者教養講座支援事業高齢者教養講座支援事業講座参加者募集講座参加者募集

申 に記載例（下段）のとおり記入し、新宿文化センターへ。　 WEB 
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容は変更等になる可能性があります
問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

高齢者教養講座
（北新宿新水会）

2月23日（木祝）、新宿コズミックセンターにて白熱の試合が開催されました。

第15回 新宿区小学生
百人一首かるた大会結果発表

問� 子ども支援課　Tel 03-3232-5122

優　勝 ―――― 吉田芽以さん
準優勝 ―――― 田中優月さん
第3位 ―――― 井本貴明さん

優　勝 ―――― 亀井南都子さん
準優勝 ―――― 加藤工朔さん
第3位 ―――― 坂井翠さん

1部（1～3年生）

2部（4～6年生）

　赤城ガーデニング講座

神楽坂で庭づくり体験
庭づくりの基本的作業や技術、道具の使いこなし、育苗など、赤城生涯学習館の日陰の庭を使って、
ガーデナーの仕事を１年を通して実践的に学びます。一緒にコミュニティガーデンを育てていきま
しょう。
日  5月17日、6月7日・21日、7月12日・26日、9月20日、
　 10月25日、11月8日・22日、12月13日、令和6年1月17日、2月14日のいずれも水曜日
　※予備日：7月19日、令和6年2月28日のいずれも水曜日
　※ 日程は現段階でのものです。中止や延期になる場合があります
場赤城生涯学習館（赤城元町1-3）　講  香山三紀（園芸研究家）　対区内在住･在勤の方　
定  25名（多数抽選）　￥全12回 7,200円
申  に記載例（下段）のとおり記入し、新宿文化センターへ。　
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容は変更等になる可能性があります
締 3月28日（火）　問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

 

日 4月11日（火）　受付 9:20～9:35（解散 16:00頃予定）
集合 JR中央本線「韮崎駅」前（山梨県韮崎市若宮1-1）
　　新宿駅 7:30発→韮崎駅 9:18着　特急あずさ3号
解散 JR中央本線「日野春駅」前（山梨県北社市長坂町富岡50）
　　日野春駅 16:56発→新宿駅 19:08着  特急あずさ46号  など
￥  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 4月28日（金）　受付 10:00～10:15（解散 13:00頃予定）
集合四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4）
解散外濠公園（四ツ谷駅側／千代田区五番町）
　　 最寄駅（集合・解散ともに）：JR中央・総武線、東京メトロ

丸ノ内線、南北線「四ツ谷駅」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218回例会
令和の甲州街道を歩こう No.11 約16km

2レガス健康ウォーキング
レガスまつり会場巡り 約6km

3第1回 いきいきウォーク新宿　
春爛漫の四谷で歴史探索
約5kｍ

日 4月1日（土）　受付 9:40～10:00（解散 12:00頃予定）
集合三栄公園（四谷三栄町7）
　　最寄駅： 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」
　　徒歩約5分
解散新宿コズミックセンター
　　最寄駅：東京メトロ副都心線「西早稲田駅」
　　徒歩約2分
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

韮崎駅前（スタート）→白髭神社→十六石→茅葺武家門→
治水護郷碑→復興之碑→小武川橋→黒沢橋→庚申塔→
釜無川橋→日野春駅前（ゴール） 
※ 庚申塔の後、日野春駅までは約40分の上り坂です。
　バス利用はできません

三栄公園（スタート）→新宿歴史博物館→漱石山房
記念館→新宿スポーツセンター→大久保スポーツ
プラザ→新宿コズミックセンター（ゴール） 四谷スポーツスクエア（スタート）→若葉東公園（迎賓

館前）→須賀神社→於岩稲荷田宮神社→消防博物館
→新宿歴史博物館→津の守坂→外濠公園（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。　34月7日（金）～27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1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）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  新型コロナウイルス感染症対策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

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
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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）

日  5月10日～令和6年2月28日の水曜日　13:30～15:30　全12回
場北新宿生涯学習館（北新宿3-20-2）　対 55歳以上　定  50名（多数抽選）　
￥全12回 6,000円　※別途テキスト代半期分 500円　締 4月20日（木）　

おめでとうございます！

4 4月の休館日の
お 知 ら せ

新宿コズミックセンター 10 日（月）／ 大久保スポーツプラザ 17 日（月）／ 四谷スポーツスクエア 10 日（月）／ 新宿文化センター 11日（火）／ 新宿歴史博物館 10 日（月）・24 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 3 日（月）・10 日（月）・17 日（月）・24 日（月）／ 漱石山房記念館 3 日（月）・10 日（月）～ 12 日（水）・17 日（月）・24 日（月）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・
西戸山〉 10 日（月） 〈北新宿・戸山〉 24 日（月）


