
コズミックセンター　11日（月） ／ 大久保スポーツプラザ　18日（月） ／ 新宿歴史博物館　11日・25日（ともに月曜日） ／ 林芙美子記念館・佐伯祐三アトリエ記念館　毎週月曜日 
／ 新宿文化センター　12日（火） ／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 11日（月）・〈三栄町・戸山・北新宿〉 25日（月）

出演団体募集! 生涯学習フェスティバル

音楽・コーラスのつどい
　楽しい仲間たちとの日ごろの練習の成果を披露しませんか。　
唄って・奏でて、“芸術の秋”を謳歌しましょう。
日時: 10月20日（土）　11時～17時
会場: 新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）
対象: 主に区内在住・在勤の方で構成され、区内で定期的に活動しているアマチュアのコーラ
ス・楽器演奏団体　定員: 30団体程度（コーラス20団体・楽器演奏団体10団体程度を想定。多
数抽選）　協力: 区合唱連盟　申込み: 7月20日（金）必着。所定の申込書（コズミックセンター、各
生涯学習館、新宿文化センターなどで配布。財団ホームページからダウンロードも可）に必要事項
を記入のうえ、コズミックセンター窓口に直接お持ちいただくか、郵送またはFAX（ 03-3209-
1833）で学習・スポーツ課へ　その他: 出演には、2回の事前打ち合わせ（8月9日（木）・9月20日

（木）予定）への出席が必要です　問合せ: 学習・スポーツ課　☎03-3232-5121

   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：いずれも現金のみ
　電話予約
①新宿文化センター　☎03-3350-1141
　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

　お支払い方法（窓口購入以外の場合）
ご予約後1週間以内に、次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。また、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

振
込
先

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

●区民割引を窓口で購入される際は、住所
のわかる公的機関発行の証明書（運転免
許証・健康保険証など）をお持ちください。

　※証明書1通で4枚まで購入可。詳しくは
　財団ホームページをご参照ください

●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。
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催
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購入の際のお願い
広告のお問い合わせは、
直接各ご連絡先まで。

　毎回多彩な噺
はなし

で落語の楽しみをお届けします。初心者の方から通
つ う

の方まで
お楽しみいただけます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

三遊亭小笑
（6月15日出演）

春雨や雷太
（7月2日出演）

落語 in 和室

区合唱連盟加盟の43団体が今年もバラエティに富んだパフォーマンスを披露！
時間: 12時開演　会場: 大ホール　共催・出演: 区合唱連盟　問合せ: 文化交流課

初夏をいろどる合唱祭

第32回 新宿合唱祭　初夏にうたおう
6／9
（土）

あります!　
おトクな共通回数券

沖縄を代表する古
こ

謝
じ ゃ

美佐子と夏川りみ　夢の共演!!
時間: 16時開演　会場: 大ホール　出演: 古謝美佐子　夏川りみ　おばぁラッパーズ　
川満七重　琉神　佐原一哉（演出・構成）　入場料: 全席指定　一般4,000円　区民割引 3,000円
連携: 新宿エイサーまつり大会委員会　問合せ: 文化交流課

新宿エイサーまつり連携事業

沖縄音楽フェスティバル

ナプア・グレイグ & 
ハワイアン・フラ・ガールズ

7／28
（土）

※開場はいずれも開演30分前。ただし、7月25日（水）の公演は開演1時間前開場
※入場券の購入などについては、主催公演入場券購入方法（下段）をご覧ください

区民割引
  あり

区民割引
  あり

好評販売中!

好評販売中!

好評販売中!

常夏のハワイからやってくる華麗なフラの楽しいステージ!
日時: ①8月4日（土） 15時開演　②8月5日（日） 11時30分開演　③8月5日（日） 15時30分開演
会場: 大ホール　入場料: 全席指定　S席7,000円　A席5,000円　区民割引 2,000円（区民割
引は各公演とも200枚を新宿文化センター窓口で限定販売）　共同主催: 株式会社光藍社　
購入: 光藍社チケットセンター　☎050-3776-6184　http://www.koransha.com/　
※ コズミックセンター、新宿歴史博物館窓口およびインターネット予約でのチケットの取り扱い

はありません。「区民割引」については、文化交流課までお問い合わせください　
問合せ: 文化交流課　

8／4・5 
（土・日）

区民割引
 あり

プロの現場でバレエワークショップに参加しませんか?
日時: 7月24日（火）　10時～11時（予定）　会場: 大ホール
対象: 小学生（未経験者・保護者見学可）　※ただし、上記公演のチケット購入者に限ります
定員: 30名（多数抽選）　申込み・問合せ: 6月30日（土）必着。郵便はがき（50円）に記載例 

（7面）のほか、学年・保護者名・バレエ経験の有無（経験年数）・Eメール（任意）を記入し、文
化交流課へ　
※ 公演当日の開演前に予定している「夏休み“劇場の仕事体験キッズ”」も同時募集中です。

首藤康之 × 中村恩恵 with 梅田俊明 & 東京交響楽団

～ 子どもたちに贈るセレナーデ ～
7／25
（水）

“キッズ・バレエワークショップ”参加者募集!

時間: 14時30分開演　会場: 大ホール　出演: 首藤康之（バレエ）　中村恩恵（振付・バレエ）　
梅田俊明（指揮）　東京交響楽団　入場料: 全席指定　【S席】大人4,000円・子ども2,000円　

【A席】大人3,000円・子ども1,500円　【B席】大人2,000円・子ども1,000円　
※子どもは「4歳～中学生」、4歳児未満の入場不可　問合せ: 文化交流課

好評販売中!

６・７月の開催

時間: 両日とも10時30分開演（10時開場）　入場料: 各400円　連携: 公益社団法人落語芸術協会　
申込み: 事前申込み不要。当日直接、会場へお越しください

大久保スポーツプラザ 〈毎月第1月曜日〉
日にち: 7月2日　会場: 3階和室
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

新宿文化センター 〈毎月第3金曜日〉
日にち: ６月15日　会場:  4階和会議室
問合せ: 文化交流課　☎03-3350-1141

NHK BSプレミアムで大人気の旅番組
『世界ふれあい街歩き』テーマ曲でおなじみ!

J-Jazzシーンの次世代を担う
人気アーティスト 村井秀清が
新宿文化センターに初登場 !!

　全国のライブハウスやジャズクラブで抜群の動員
数を誇り、作編曲家としてもCD・TV・CMなどで
活躍中のピアニスト、村井秀清によるライブを開催
します。夏の終わりの夜に“大人が楽しめるひと時”
を。ジャズ・シーンやTVでおなじみの美しいメロ
ディーをお楽しみください。

時間: 12時～13時
会場: コズミックセンター　1階ロビー　対象: どなたでも 
申込み: 事前予約不要。当日直接、会場にお越しください
問合せ: 施設課　☎03-3232-7701

時間: 18時30分開演（18時開場）　会場: 新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
出演: 村井秀清（ピアノ）、土井孝幸（ウッドベース）、宮崎隆睦（サックス）、大槻“KALTA”英宣（ドラム）
曲目: 『世界ふれあい街歩き』メインテーマ、NHKジャーナルテーマ曲『Good News,Good Luck』 ほか
入場料: 全席自由　一般3,500円　区民割引 3,000円　※未就学児の入場不可
購入: 【窓口販売】 6月8日（金）　9時～　新宿文化センター窓口のみ
　　　　　　　  6月9日（土）　9時～　コズミックセンター窓口・9時30分～　新宿歴史博物館
　　  【電話予約】 6月9日（土）　9時～　新宿文化センター　☎03-3350-1141
　　  【インターネット予約】 6月9日（土）　10時～　www.regasu-shinjuku.or.jp
　　　※詳しくは、主催公演入場券購入方法（下段）参照

毎月2回のお楽しみ!!

未来の名人候補が続々出演! 

TEL.03-5777-8600
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/

2012年4月14日（土）～7月1日（日）

損保ジャパン

損保ジャパン東郷青児美術館
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1　損保ジャパン本社ビル42階
美術館利用案内 ハローダイヤル

今月お届けする文化イベント

アンリ・ル・シダネル展
薔 薇 と 光 の 画 家

～フランス ジェルブロワの風～
開催中 ～ 7月1日（日）

青いテーブル〔ジェルブロワ〕1923年　ラーレン(オランダ)、シンガー美術館
Singer Laren, the Netherlands　Photo ⓒ Singer Laren/ Tom Haartsen, Amsterdam

午前10時～午後6時（金曜日は午後8時まで） 
※入館は閉館の30分前まで

〔月曜日休館〕　

村 井 秀 清
9／8
（土）

 9時～
6月8日 金新宿文化センター窓口 販売

開始! 

7／20
（金）

■第１部 ～ 映画『エロイカ』上映　■第2部 ～ 横山幸雄 ピアノリサイタル
時間: 18時30分開演（18時開場）　会場: 大ホール　
上映作品: ヴァルター・コルム=フェルテー監督『エロイカ』（1949年、オーストリア）　
出演: 横山幸雄（音楽家・ピアニスト）　曲目: ピアノ・ソナタ『テレーゼ』『月光』『熱情』　ほか
入場料: 全席指定　一般4,500円　区民割引 3,500円（区民割引は200枚を新宿文化センター窓
口で限定販売）　共同主催: 樂

が く

画
が

会
か い

　購入: 樂画会チケットセンター　☎03-3498-2508
※ コズミックセンター・新宿歴史博物館窓口およびインターネット予約でのチケットの取り扱い

はありません。「区民割引」については、文化交流課までお問い合わせください

ベートーヴェン・シネマ & リサイタル

～ 映画とコンサートでお楽しみいただく音楽世界 ～

フルートとチェロとピアノ
～ 3つの音色を
　 お楽しみください♪～

6／20
（水）

6月のコズミックセンターロビーコンサート
毎月20日は
ロビコン・デー!

大ホール

8

新宿文化センター主催公演のご案内
問合せ:  文化交流課（新宿文化センター内）　☎03-3350-1141

芸 術

６月の休館日の
お 知 ら せ

第 号

月 日号
平成24年6月5日

最終校

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
https://yoyaku.cultos-y.jp/regasu-shinjukuc/reserve/gin_init
http://www.koransha.com/
http://www.sompo-japan.co.jp/museum/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

