
落語 in 和室
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   窓口購入　 ※休館日を除く
①新宿文化センター　　9時～19時
②コズミックセンター　9時～19時
③新宿歴史博物館　　　9時30分～17時
お支払方法：いずれも現金
　電話予約
①新宿文化センター　☎3350-1141
　受付時間： 9時～19時（休館日を除く）
②チケットぴあ　☎0570-02-9999
※音声案内に従い、希望公演のPコードを入力し
　てください
※お取り扱いのない公演もあります
　インターネット予約
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/
reserve/gin_init
　　 マークが付いている公演は、財団ホームペー
　　ジ内の「インターネットチケット販売」から
お申し込みいただけます。
※窓口販売開始日の翌日10時からご利用いただ
　けます
※チケットの郵送をご希望の場合は、公演3週間
　前までにご予約ください
※インターネットでのご予約・ご購入には、会員
登録（無料）が必要です

　お支払方法（窓口購入以外の場合）
　ご予約後1週間以内に、下記のいずれかの方
法でお支払いください。
①窓口引換　
　新宿文化センター窓口にお越しください。
②郵便振替
　ご予約後、下記のゆうちょ銀行口座にチケッ
ト代と送料（80円）をお振り込みください。
　ご入金の際、郵便局備え付けの青色の振込用
紙に「予約済み公演名、枚数、席種、予約者の
住所・氏名・電話番号」を明記してください。
入金確認後、チケットを発送します。
※振込手数料はお客様のご負担となります
　　　加入者名（振込先）：新宿文化センター
　　　口座番号：00180-0-263305

③ネットバンキング
　インターネット予約の場合のみ、ネットバン
キングでのお支払い（マルチペイメントサービ
ス）が可能です。
※ご利用には、会員登録（無料）が必要です
※別途手数料（予約1件につき150円～300円）
　が加算されます
※入金確認からチケット発送までに約1～2週
　間かかります。お早めにご入金ください

●区民割引は、窓口販売限定で
す。ご購入の際、住所のわか
る公的機関発行の証明書をお
持ちください。 ※1枚の証明
書で2枚まで購入可

●電話予約では、座席番号のご
指定はお受けできませんので
ご了承ください。

●車椅子用の鑑賞席は、新宿文
化センターでお求めくださ
い。※枚数限定。電話予約のみ

●特定の公演以外では、未就学
児の入場・同伴はご遠慮くだ
さい。入場券は年齢に関係な
く、お一人様1枚必要です。

●出演者、曲目、演目などは、
さまざまな事情により変更と
なる場合があります。

●公演中止の場合以外はチケッ
ト代の払い戻しはいたしませ
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。

申込先
学習・スポーツ課、子ども・地域課、経営課、施設課
　〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
　新宿コズミックセンター内　○○課
学芸課、観光課
　〒160-0008 
　新宿区三栄町22
　新宿歴史博物館内　
　○○課
文化交流課
　〒160-0022 
　新宿区新宿6-14-1
　新宿文化センター内
　文化交流課
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は、財団ホームページ内の「講座予約サービス」
から申し込み可

①講座名など
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話・FAX番号
⑤年齢
⑥性別
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購入の際のお願い
記載例

返信用にもご自分の住
所・氏名を書いてくだ
さい。
※特に記載のないもの
　は、応募多数の場合
　は抽選になります
※申込先、所在地の記
　載がある場合は、各
　あて先へ
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大久保スポーツプラザ
（毎月1回　月曜日）
9月5日
会場: 3階和室
定員: 50名（先着順）
問合せ: 施設課
☎3232-7701
新宿文化センター

（毎月1回　金曜日）
8月19日
会場: 4階和会議室
定員: 40名（先着順）
問合せ: 文化交流課
☎3350-1141

8・9月の開催

問合せ: 文化交流課　☎3350-1141
※問合せ記載のある公演以外は文化交流課へ

今年の夏はパイプオルガンを研究してみよう!

パイプオルガンはヒミツ基地！
ヴァイオリニスト松本蘭を迎えておくる
〜津軽三味線とクラシックのマリアージュ〜

吉田兄弟コンサート 『弦奏』

日本が誇るバンドネオン奏者、
京谷弘司が新宿の夏にお贈りする
大人のためのライブコンサート。

京谷弘司タンゴトリオin Shinjuku

夏休みにこそ、クラシックを聴いてみませんか?
大好評!コズミックセンター・
ロビーコンサート新進気鋭のジャズピアニスト

ハクエイ・キム
トライソニークLive 2011

新宿文化センター恒例の新宿文化寄席。
今回は『笑点』でおなじみ、桂 歌丸と三遊亭円楽の豪華
夢の二人会。テレビでは見られない本格的な落語がたっ
ぷりとご堪能いただけます。

桂 歌丸・三遊亭円楽『夢の二人会』

ベートーベン『第九』
合 唱 団 参 加 者 募 集 !

好評発売中！

　「パイプオルガンって、どこから音が出てるの?」「オルガ
ンの中はどうなってるの?」—そんな不思議で魅力的な
管楽器の世界を体験してみよう!
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サンポーニャLive 2011

落語をもっと身近に! もっと気軽に!

　未来の名人候補が続々
出演! 落語芸術協会所属
の落語家・講談師が魅せる
プロの話芸をぜひお楽しみく
ださい。
　落語初心者の方から通

つう

の方まで、どなたにもご満足
いただけます。

時間: いずれも10時30分開演（10時開場）
料金: 各回400円（お得な回数券もあります）
協力: 公益社団法人落語芸術協会
申込み: 当日直接、会場へお越しください

日時: 9月12日（月）　
　　  19時開演（18時30分開場）
会場: 新宿文化センター　大ホール
出演: 桂 歌丸、三遊亭円楽
料金: 全席指定  S席4,000円　
　　   A席3,000円　※未就学児の入場不可
※区民割引（先着）は好評につき完売いたしました

　ランチタイムにお楽しみいただけるコン
サートです。8月はフルートとピアノが登場し
ます。子どもから大人まで楽しめますので、
ご家族そろってお気軽にお越しください。

日時: 8月19日（金）　正午〜13時（予定）
会場: コズミックセンター　1階ロビー
出演: フルートとピアノのデュオ
曲目: ディズニーメドレーほか
協力: 株式会社ソナーレ・ 音大学生倶楽部
申込み: 当日直接、会場へお越しください
問合せ: 施設課　☎3232-7701 これまでの開催の様子

12月開催のファッションショーの出展デザインを大募集!

日時:  第1次審査（デザイン画審査・非公開）　9月下旬
第2次審査（ファッションショー形式）　12月23日（金・祝）

第2次審査会場: 新宿文化センター　小ホール
応募資格:第1次審査通過後、ファッション製品の実製作が可能
な方で、第2次審査当日（12月23日）に出席できる方（交通費・
宿泊費は個人負担）
応募規定: ①芸術性やファッション性に加えて、環境に配慮した
デザインであること②未発表のレディース向けオリジナル作品で
あること③シーズンは不問
応募方法: 9月16日（金）必着。応募点数は1人5点まで。B4サ
イズ（364mm×257mm）の画用紙を縦に使用し、必ず彩色を施し
たデザイン画で応募。1点ごとに作品の余白にバックスタイル、
裏面に必要事項を記入した所定の応募用紙を貼り付けたうえ、
文化交流課へ郵送　
※応募要項は、新宿文化センターをはじめ区内公共施設で配布
　するほか、財団ホームページ（www.regasu-shinjuku.or.jp）
　からダウンロード可
共催: 新宿区
協賛: 伊勢丹新宿本店、オカダヤ新宿本店
後援: 繊研新聞社、
　　   新宿区観光協会、
　　   新都心新宿PR委員会

日時: 10月6日（木）　
　　  19時開演（18時30分開場）
会場: 新宿文化センター　大ホール
出演: 吉田兄弟
　　   松本蘭（ヴァイオリン）
料金: 全席指定　一般4,000円
　　   区民割引 3,500円（先着400枚）　
　　　※未就学児の入場不可
チケットぴあ　☎0570-02-9999
Pコード: 142-407

日時: 8月6日（土）　
　　  15時開演（14時30分開場）
会場: 新宿文化センター　小ホール
出演: 京谷弘司（バンドネオン） 、 
　　  喜多直毅（ヴァイオリン） 、
　　  淡路七穂子（ピアノ）
料金: 全席自由　一般3,500円　
　　   区民割引 3,000円（先着100枚）
　　  ※未就学児の入場不可

日時: 9月10日（土）　
　　  15時開演（14時30分開場）
会場: 新宿文化センター　小ホール
出演: 瀬木貴将（サンポーニャ）、 
　　  佐山雅弘（ピアノ）
曲目: 「コンドルは飛んで行く」
　　  「アンデスの詩」ほか　
  　　※曲目は変更になる場合があります
料金: 全席指定　一般3,500円　区民割引 3,000円（先着
　　   100枚）　※未就学児の入場不可

日時: 8月19日（金）　14時〜16時（集合13時30分）
会場: 新宿文化センター　大ホール
講師: 早島万紀子、高橋博子
　　  （ともに新宿文化センター専属オルガニスト）
対象: 小中学生　定員40名（多数抽選）
申込み: 8月10日（水）必着。往復はがき、または受信可能なFAX
がある場合は 3350-4839へ記載例（下段）のほか、同伴希望
の保護者がある場合は保護者の方の氏名を記入し、文化交流課へ
※保護者の方は、お子さまから離れた席での見学となり
　ます

公演日: 12月4日（日）　15時開演
会場: 新宿文化センター　大ホール
指揮: ヤクブ・フルシャ（東京都交響楽団プリンシパル・
　　  ゲスト・コンダクター）
独唱: 澤畑恵美（ソプラノ）、中島郁子（アルト）、
　　  小原啓楼（テノール）、成田博之（バリトン）
管弦楽: 東京都交響楽団
※入場券は 9 月中旬発売開始予定

練習日時: 9月〜11月の毎週月曜日と月1〜2回の水曜日　18
時30分〜21時　※ほかに公演前のオーケストラ合わせを予定
練習会場: 新宿文化センター　小ホール
合唱指導: 山神健志
対象: 15歳以上（中学生を除く）で継続して練習に参加できる方
定員: ソプラノ、アルト、テノール、バス　合わせて200名
程度　※申込者全員に合唱指導者によるパート確認を9月5日

（月）に行います
参加費: 区内在住の方4,000円、その他の方6,000円（ともに
楽譜・資料代は別途実費）
申込み: 8月19日（金）必着。所定の申込書（新宿文化センター
窓口で配布。財団ホームページからダウンロード可）に必要
事項を記入し郵送、もしくは電子メール（ apply@regasu-
shinjuku.or.jp）で送信または直接文化交流課へ　※日程など詳
細は、8月末日までに申込者全員に郵送でお知らせします

　世界が注目するチェコの俊英指揮者ヤクブ・フルシャ率
いる東京都交響楽団が新宿文化センターに登場! プロの
オーケストラ、ソリストとともに『歓喜の歌』（交響曲第九
番・第4楽章）を高らかに歌い上げましょう!

日時: 10月27日（木）　
　　  19時開演（18時30分開場）
会場: 新宿文化センター　小ホール
出演: ハクエイ・キム（ピアノ）、 
　　  杉本智和（ベース）、 大槻“KALTA”英宣（ドラムス）
曲目: 「トライソニーク」「テイク・ファイヴ」ほか　
　　  ※曲目は変更になる場合があります
料金: 全席指定　一般3,500円　区民割引 3,000円（先着　　　  
　　　100枚）　※未就学児の入場不可
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2011新宿ファッションフィールド
〜 Ethnic Future Collection 〜

①日本大学吹奏楽研究会　第51回定期演奏会　
　　　100 名様ご招待
　　　日時: 9月10日（土）　17時開演（16時15分開場）
②オーケストラアンサンブル豊島　
　　　　　　　　　  第10回記念定期演奏会
　　　200 名様ご招待
　　　日時: 9月11日（日）　14時開演（13時20分開場）
①②とも
会場: 新宿文化センター　大ホール
申込み: 8月22日（月）必着。郵便はがきに希望日・希望人
数、郵便番号・住所・氏名、電話番号を記入し、文化交流
課へ。結果は招待券の発送をもって代えさせていただきます
※1通につき2名まで応募可

新宿文化センター公演 区民招待のご案内

本
　
番
　
概
　
要

当日券あり

バラエティ豊富!
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