発行：公益財団法人新宿未来創造財団

〒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）
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「 す べ て は 新 宿 から 始

まる！」

新 宿 文 化 センターから
ート！
新しいレクチャーシリーズ がスタ

中川五郎

新宿カウンターカルチャー
ストーリー

1950～70年代の新宿には、音楽、映画、演劇、美術など、さまざまな分野の新しい文化が息づい
ていました。それらは既成の文化、秩序に対抗する「カウンターカルチャー」と呼ばれ、創造的なライ
さまよ
フスタイルを求めて彷徨ってきた若者たちの羅針盤のような役割を果たしたのです。
新しい文化の創出が待望される今、あの時代の「新宿文化」を検証して明日に繋げる企画に、ぜひご
参加ください。
第1回目は、時代の生き字引、音楽プロデューサーの佐藤剛が、高校生でフォークゲリラに参加してい
たフォークシンガー中川五郎をゲストに迎え、1969年の新宿西口広場のフォークゲリラを検証します。

6/14（日）

レクチャーシリーズ ラインナップ
vol.1

16:00開演

6月14日
（日）
新宿西口フォークゲリラ ～1969年の抵抗～
12月20日
（日） 新宿プレイマップ
～タウン誌とサブカルチャー～
2016年3月13日
（日） 新宿アンダーグランド
～テント芝居・路上ハプニング～
★ゲスト 井出情児(写真家/映像監督)

C o nt e nt s

おかげさまで、
新宿未来創造財団(レガス新宿)は4月で

5周年です。

新学期からチャレンジ！
子ども向けプログラム参加者大募集

ム株式会社 営業本部 第二課
新宿歴史博物館、プラネタリウムなどの
高橋 沙門様
お知らせ

2面
3面

～1969年の抵抗～

時間：16:00開演
（15:30開場） 会場：新宿文化センター 小ホール
講師：佐藤剛
（プロデューサー /作家） ゲスト：中川五郎
（フォークシンガー /翻訳家）
区民割引あり
入場料：全席自由 一般3,000円 区民割引2,500円
Web
※未就学児入場不可 ※車椅子席のご希望は新宿文化センターへお電話でお申し込みください。
友
購入：
【電話予約】Tel 03-3350-1141新宿文化センター
【窓口販売】新宿文化センター、新宿コズミックセンター、新宿歴史博物館
Web
【プレイガイド】
イープラス http://eplus.jp/
（PC・携帯共通）
チケットぴあ http://pia.jp/(Pコード：259-279）
【Web友予約】http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
※主催公演チケット購入方法(7頁）
参照
助成：一般財団法人地域創造 問合せ：新宿文化センター（新宿6-14-1） Tel 03-3350-1141

★ゲスト 田家秀樹(作家/音楽評論家)
vol.3

新宿西口フォークゲリラ

1950～70年代のカウンターカルチャーは新宿の雑踏から生まれた

★ゲスト 中川五郎(フォークシンガー /翻訳家)
vol.2

第１回

チケット販売中

4面
5面

公益財団法人新宿未来創造財団は、平成11年

施設などの管理運営や、歴史･学習･スポーツ･文

(1999年)設立の財団法人新宿文化･国際交流財

化芸術･多文化交流･地域や社会的課題などの講

団と、平成12年(2000年)設立の財団法人新宿

座やイベントの企画運営を、地域の方がたとの連

Shabereon '15 Call for Contestants
「演讲之音15」征集参赛者 ‘샤베레온 2015’ 참가자 모집

6面

区生涯学習財団を、平成22年(2010年)に統合し

携のもと実施しています。

新宿 春の楽しいジャズ祭り2015

7面

新宿文化センター ダンス・プロジェクト2015

8面

しゃべれおん 15参加者募集

てスタートしました。

これからも、皆さまの信頼に応えるベストパー

新宿コズミックセンター、新宿文化センター、 トナーとして、地域活動の活性化を支援し、活力
新宿歴史博物館、各生涯学習館や屋外スポーツ

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

ある未来を創造するために尽力してまいります。

優良防火対象物
として認定
新宿コズミックセンターが、防火
安全対策の向上に積極的に取り組
み、法令基準を上回る高い安全性
を継続的に備えている建物として
認定され、新宿消防署より交付を
受けました。

��ある��
Q どうして 30 日間も無料で体験できるんですか？
A 興味は有るけど迷っているという方に、まず一歩
踏み出して頂きたいからです。
Q 30 日間の無料体験が終わった後は？
A 続けたい方は、インターネット･メール･ワード･エクセル・
デジカメ 等、様々な講座があります。（驚きの低料金）
30 日間のみで終わりになさるのもご自由です。
�し�は

新宿未来創造財団ウェブサイトがリニューアルしました。ぜひ
「レガス新宿」
で検索してみてください！

1

子ども

新学期から始まる、
子ども向けの楽しいプログラムを
ご紹介します。
新しいことを始めてみよう！

新学期が始まります！
子ども向けプログラム
クラブ名

対象

期間/回数/曜日/時間

会場

参加費

定員

申込み必着

8,000円
別途材料費等

50名

4月20日号で
お知らせ予定

10,000円

30名

5月7日(木)

総合体験
1

レガス子どもクラブ
～総合体験～

小学1～6年生

5月17日～3月6日 全20回
日曜日10:00〜12:00
（プログラムにより延長あり）

新宿コズミックセンターほか

スポーツプログラム
2

小学生スポーツ教室
～マット運動･なわとび･跳び箱など～

小学1～6年生

5月20日～2月10日 全25回
水曜日16:30～18:00

3

フットサルクラブ
小学生A

小学1～2年生の
初心者

5月29日～3月18日 全30回
金曜日16:20～17:20

4

フットサルクラブ
小学生B

小学2年生の経験者
3年生

5月29日～3月18日 全30回
金曜日17:25～18:35

5

フットサルクラブ
小学生C

小学4～6年生

5月29日～3月18日 全30回
金曜日18:40～19:55

6

水泳クラブ

小学3～6年生

6月～10月 全13回
金曜日16:15～17:45

小学1～2年生

5月19日～2月2日 全25回
火曜日16:00～16:45

新宿
コズミック
センター

24名
12,000円
別途Tシャツ代
2,000円程度

24名

5月14日(木)

24名
新宿コズミックセンター

5月頃お知らせ予定

文化系プログラム
7

英語クラブ コズミックⅠ

20名
新宿コズミックセンター

8

英語クラブ コズミックⅡ

小学3～4年生

5月19日～2月2日 全25回
火曜日17:00～18:00

9

英語クラブ

花園小Ⅰ

小学1～2年生

5月21日～2月4日 全25回
木曜日16:00～16:45

10 英語クラブ

花園小Ⅱ

小学3～4年生

5月21日～2月4日 全25回
木曜日17:00～18:00

11 英語クラブ

落合第三小Ⅰ

小学1～2年生

5月22日～2月5日 全25回
金曜日16:00～16:45

12 英語クラブ

落合第三小Ⅱ

小学3～4年生

5月22日～2月5日 全25回
金曜日17:00～18:00

13 料理クラブ

小学3～6年生

前期：5月13日～9月16日 全8回
四谷地域センター
後期：10月7日～2月17日 全8回
（内藤町87）
水曜日16:30～18:00

前期7,200円
後期7,200円
材料費込

20名

4月23日(木)

14 図工クラブ

小学1～6年生

5月19日～2月9日 全25回
火曜日16:30～18:00

10,000円
別途材料費

30名

4月23日(木)

15 サイエンスクラブ

小学1～6年生

5月～12月

20名
花園小学校 3階視聴覚室
（新宿1-22-1）

10,000円
別途テキスト代
2,000円程度

20名
4月27日(月)
20名
20名

落合第三小学校 1階会議室
（西落合1-12-20）

20名

CCAAアートプラザ
（四谷4-20 四谷ひろば内）
新宿コズミックセンター

4月20日号以降順次お知らせ予定

申込み：各プログラム締切日までに、往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFax 03-3209-1833へ、記載例の
ほか、学校名・学年、保護者名・連絡先を記入し、新宿コズミックセンターへ。
Web
※多数抽選 ※一度お支払いいただいた参加料の返金は行いません。
※申込み締切日以降、定員に空きがあった場合は先着順で受け付けます。お問い合わせください。
問合せ：子ども支援課 Tel 03-3232-5122

夏が来る前に泳げるようになろう！

＜泳力表＞

小学生短期水泳教室 参加者募集

1

水に顔をつけて5秒間息をこらえることができる

2

浮いて進むことができる

水泳は全身を使うスポーツです。子どものころに覚えた泳ぎは一生忘れません。
ぜひ小学生のうちに泳げるようになりましょう。資格を持った指導員がていねいに指導します。
日時：5月9日～6月27日の毎週土曜日(全8回) 14:00～15:00
会場：新宿コズミックセンター 地下1階プール
講師：新宿区水泳連盟
対象：区内在住・在学の小学生70名
（多数抽選） 料金：全8,000円
（保険料含む） 主催：新宿区水泳連盟
申込み：4月11日(土)必着。郵便はがき(52円)に記載例(5面)のほか、学校名、学年、泳力
（泳力表の該当する番号）
を記入し、新宿区水泳連盟へ。※兄弟姉妹で申し込む場合、その旨を記載し、別々のはがきで申し込み。
問合せ：新宿区水泳連盟
（山口） 〒169-8799 新宿北郵便局留 Tel 080-9362-7825

3

クロールで8ｍ泳げる
（息つぎなし）

4

クロールで15ｍ泳げる
（息つぎができる）

5

クロールで25ｍ泳げる

6

平泳ぎ・クロールで25ｍ以上泳げる

7

3種目25ｍ以上泳げる

広告スペース

レガスパーク

歌個人指導(超苦手〜 )生徒募集！ 健康に◎
音程、声域、声量や歌の悩みを最先端のボイス
トレーニングで解消!話声にも対応。無料体験
有 ! 高田馬場駅徒歩2分。フェザー☎3362-1920
桐朋音大元講師の個人レッスン ☎3952-5055
初歩〜受験 現附属音楽教室講師 中井駅7分
「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」で検索を

2

お問い合わせは直接各ご連絡先まで
パッチワーク・キルト教室 090-7282-0950
日本手芸普及協会カリキュラム他（火木土）
月謝￥3000 ミシン可 見学OK 早稲田７分

ブラジル生まれのカポエイラで楽しくキック
4歳から学べる親子クラスも有り。回払い。
08055251899かカポエイラ・テンポで検索

生きた英語を外国人講師が楽しく教えます
英仏西独伊中韓国語他体験個人40分￥1500円
初歩〜上級ＬＩＧ曙橋駅(A4) １分0333554471

ムジカフィオーレリトミック 090-3916-6199
火曜日／月3回 主に西戸山生涯学習館
[検索][ムジカフィオーレ リトミック]

広告のお申し込み http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/

新宿区吹奏楽団 第26回定期演奏会
4月11日（土）開演 15時30分（開場 15時）
新宿文化センター 大ホール 入場無料
招待演奏 新宿区立四谷小学校 金管バンド
当日直接会場へ 問合せ:090-2244-6477 大津
http://www.doremi.or.jp/shinjuku/

子ども

第39回 わんぱく相撲新宿区大会
勝っても負けても、みんなで楽しく身体を動かそう！
高学年の部で優勝すると、
都大会に進むチャンスもあります。
日時：5月16日(土) 受付9:30～
会場：新宿コズミックセンター 2階大体育室
対象：区内在住･在学の未就学児～小学生
主催：第39回わんぱく相撲新宿区大会実行委員会
主管：
（公社）
東京青年会議所新宿区委員会
共催：新宿区立小学校PTA連合会、
（公財）
新宿未来創造財団
申込み：わんぱく相撲新宿区大会ウェブサイト
（http://wanpakushinjuku2015.
Web
jimdo.com/）
から申し込み。所定の
申込書に必要事項を記入し、新宿コ
ズミックセンターへ持参も可。
※申 込書は4月中旬から新宿区立の
各小学校で配布のほか、新宿コズ
ミックセンターにも設置します。
※保護者同伴の場合のみ、大会当日
の申し込み可。
問合せ：わんぱく相撲新宿区大会実行委員会
Tel 090-7631-1100
wanpaku.shinjuku@gmail.com

新宿ミュージカル講座

無料

誰もが聞いたことのあるミュージカルナンバーにあわせて、
みんなで一緒に歌って踊ってみませんか？

力士
ちびっこ れ！
あつま

日にち：5月21日～12月13日 全27回
（リハーサル、発表会含む）
原則木曜日
（火曜レッスン6回あり）
【修了発表会】四谷区民ホール9月19日
（土）
リハーサル、20日
（日）
本番
【子どもの音楽会】新宿文化センター12月12日
（土）
リハーサル、13日
（日）
本番
※10月および11月の講座はありません。
時間：18:00～20:00 ※本番およびリハーサルは時間未定
講師：本徳亜希子
（ミュージカル・インストラクター、元劇団四季）
会場：新宿文化センター（新宿6-14-1）
対象：小学4年～高校生・大学生
（大人も可） 45名
（先着順）
参加料：40,500円
（前後期2回に分けて徴収） ※参加費は返金できません。
申込み：5月15日（金）必着。新宿未来創造財団ウェブサイト内の専用申込みフォームから申込み、
または新宿文化センター、新宿コズミックセンターなどで配布中の参加申込票に記入し、
Web
新宿文化センターまで郵送または持参。
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

お知らせ

ボランティア募集

日本語ボランティア養成講座

子どもに関わるボランティア
問合せ：子ども支援課

Tel 03-3232-5122

小学校
放課後子どもひろば

年間を通して、小学校の放課後
の時間などに、子どもたちの遊び
や学びを支援する居場所です。
将棋や工作など、特技を活かした体験プログラムの実施など、子ども
たちの活動を広げます。

小学生スポーツ教室

小学校体育種目(マット･なわとび･跳び箱など)を中心に構成した子ど
も向けスポーツプログラムです。
マット、跳び箱などの指導・サポートや、子どもと一緒になって身体
を動かし、身体を動かす楽しさや習慣を伝えます。

障がい者に関わるボランティア
問合せ：地域交流課

Tel 03-3232-5121

年間を通して日曜日
（月2回程度）
に、知的障がい者の余暇活動を支援
しています。
スポーツやレクリエーション、創作などの活動をサポートします。

新宿青年教室

プラネタリウムボランティア
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター
プラネタリウム

星空コンサートや星空おはなしまつりなどプラネタリウムの特性を活
かしたイベントを開催しています。
プラネタリウム機器操作や季節の星空解説などを通じてイベントの補
助を行います。

新宿区日本語教室をはじめとするボランティア日本語教室に参加する意欲のある方、ぜひこの講座
を受講して活動の輪に加わってください。
日時：4月30日
（木）～9月7日
（月）
のうち全30回
原則毎週月・木曜日 10:00～12:00
会場：新宿文化センター 4階第1会議室
（新宿6-14-1）
講師：(公社)国際日本語普及協会
（AJALT）
所属講師
対象：①新宿区日本語教室などでボランティア活動をす
る意欲がある方
②原則として全回出席可能な方
③講座終了後ボランティアとして活動できる方
定員：30名
（多数抽選） ※資格が取得できる講座ではありません。 申込み：4月15日
（水）
必着。

日本語子ども支援ボランティア養成講座

外国にルーツがある子どもを支援。新宿区には、言葉や文化
の異なる国から多くの子どもたちがやってきます。 子どもた
ちは言葉がわからず、学校や生活で苦労をしている現状にあ
り、手助けを必要としています。この講座を受講して日本語
学習ボランティアとして活動しませんか？
日時：5月12日
（火）～7月14日
（火）
のうち全10回
毎週火曜日 10:00～12:30
会場：しんじゅく多文化共生プラザ（歌舞伎町2-44-1ハイジア
11階）
講師：(公社)国際日本語普及協会
（AJALT）
所属講師
対象：①子どもへの日本語支援ボランティア活動をする意欲がある方
②原則として全回出席可能な方
③講座終了後ボランティアとして活動できる方
※本講座終了後に、子どもを直接支援する実習クラスの開催を予定しています
（参加自由）
定員：30名 ※資格が取得できる講座ではありません。 申込み：4月27日
（月）
必着。

利用月

4～6月分

7～9月分

抽選日

4月21日
（火）

6月16日
（火）

問合せ：新宿コズミックセンター

Tel 03-3232-7701

10～12月分

1～3月分

9月15日
（火） 12月22日
（火）

無料

申込み：往復はがき、Faｘ、Eメールのいずれかで記載例(5面)のほか「応募理由」を必ず明記
のうえ新宿コズミックセンターへ。(多数抽選)
Web
jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
Fax 03-3209-1833へ
問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121

都立新宿山吹高校 体育施設等の利用登録

学校活動時間外に、体育施設などをスポーツや生涯学習活動の場として利用できます。
【屋内プール】…個人利用
料金：利用登録料として一般2,000円、中学生以下500円
登録時必要なもの…
・利用登録料
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・加入している損害保険会社が分かるもの(プール事故対応の保険であること)
※登録申込み時に
「スポーツ安全保険」
に加入申込みできます(一般1,850円、中学生以下800円)
【大･小体育室、ルーフグラウンド(テニスコート)、クラブハウス】…団体利用
料金：使用電気代を負担いただきます
登録時必要なもの…
・団体責任者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)				
・団体責任者の印鑑および団体構成員の名簿				
・団体で加入している損害保険加入控の写し				
※クラブハウスのみ利用する場合は、損害保険への加入は不要です
利用申込み…下記のとおり抽選会を行います。（事前登録した団体のみ参加可）

無料

新宿コズミックセンター
卓球台貸し利用方法の変更
4月より、完全入替制の区分貸出しといたします。（木曜日実施）
利用区分

時間

利用料金
(1台あたり)

A

9:00～11:00

2時間

1,000円

B

11:00～13:00

2時間

1,000円

C 13:00～15:00

2時間

1,000円

D 15:00～17:00

2時間

1,000円

E

17:00～19:00

2時間

1,000円

F

19:00～20:30 1時間30分

750円

G 20:30～22:00 1時間30分

750円

利用方法
①各区分開始15分前から先着順で受け付けます。
②途中入退場の場合でも料金は変わりません。
社会人優先台
①F区分G区分のみ新宿区在住･在勤の社会人
優先台を設置します。
②受付の際に在住・在勤が分かる証明書など
を確認いたします。
問合せ：新宿コズミックセンター
Tel 03-3232-7701
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歴

史

問合せ

新宿歴史博物館

新宿歴史博物館特別展

新宿歴史博物館
（三栄町22）
Tel 03-3359-2131

好評開催中
！

あらわ

新宿に縄文人現る―市谷加賀町二丁目遺跡の発見―

三栄町22番地

市谷加賀町二丁目で発見された縄文人（4千～5千年前）の全身骨格を初公開するとともに、縄文人
の顔の復元像、発掘された土器や石器などを紹介します。
日時：開催中～5月6日
（水休）
9:30～17:30（入館は17:00まで）
休館日：第2・4月曜日
（4月13日・27日）
会場：新宿歴史博物館 地下1階企画展示室
料金：一般300円
（常設展観覧券付き）
、高校生・高等専門学校生以下無料
主催：新宿区・公益財団法人新宿未来創造財団 共催：新宿区教育委員会
協力：日本通運株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社
1800

新宿縄文人（12号人骨）の人物像
推定身長：161.2cm
縄文人としてはやや大柄です。
眉間の部分が盛り上がっており、
眼窩
（眼球の入っているくぼみ）
が
四角いなど縄文人の典型的な
特徴をもっています。

右頭頂部に陥没骨折をしたものの、
その後治癒しています。

平均的な縄文人よりやや面長です。
900

前歯と奥歯が激しくすり減って
ており、
歯を道具として使用した
と推定されます。

肩関節症にかかっていた
と考えられます。

新宿区の歴史･文化に関する資料を展示、紹介しています。
土日を中心に、ボランティアガイドによる展示解説も実施し
ています。
皆さまのご来館をお待ちしています。
開館時間：9:30～17:30
（入館は17:00まで）
休館日：第2･第4月曜日
（休日の場合は翌日）
常設展観覧料：一般300円、小中学生100円 ※特別展・協働企画展の観覧は別料金

頸椎症にかかっており、
手の痛みやしびれが
あったようです。

れきはくカフェ
展示をご観覧のあとは、ほっと一息。
珈琲とお菓子をお楽しみください。
日時：4月18日
（土）
10:00～15:00
会場：新宿歴史博物館
無料
地下1階ホワイエ
定員：先着100名
料金：無料。ただし特別展
「新宿に
縄文人現る」
チケットまたは半
券が必要です。

マイルカの下顎骨を
加工して作られた腰飾を
身につけていました。

900

【平成27年度企画展示室の予定】
・展示中～5月6日(水振休) 特別展
「新宿に縄文人現る」
・5月16日(土) ～7月5日(日) 協
 働企画展
「田辺茂一生誕110年
作家50人の直筆原稿 雑誌『風景』
より」
・7月19日(日) ～8月30日(日) 協働企画展
「熊本と新宿をつなぐ作家 漱石･八雲」
・9月19日(土) ～11月23日(月祝) 所蔵資料展
「お江戸のなんでもランキング 番付の楽しさ」

ギャラリートーク

日時：毎週土曜日 13:00～13:30
会場：新宿歴史博物館 企画展示室
申込み：不要・特別展観覧券が必要です。

最寄駅…JR・丸ノ内線、南北線
「四ツ谷駅」
徒歩10分、丸ノ内線
「四谷三丁目駅」
徒歩8分、
都営新宿線
「曙橋駅」
徒歩8分
Tel 03-3359-2131 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

予告

新宿歴史博物館 協働企画展

田辺茂一生誕110年

作家50人の直筆原稿 雑誌『風景』より

雑誌『風景』は、来店者に無料で配布する雑
誌として田辺茂一
（紀伊國屋書店創業者）
が考
案し、舟橋聖一を中心としたキアラの会が編
集し発行したものです。小冊子でありながら
文芸誌としての体裁を整え、当時の文壇を代
表する作家たちが誌面を飾っています。
本展示では、田辺茂一と紀伊國屋書店が新
宿の文化発展に果たした役割を紹介するとと
もに、『風景』に寄稿した作家の中から川端
康成、三島由紀夫、大江健三郎、司馬遼太郎、
宇野千代など50人の直筆原稿をご覧いただ
きます。

『風景』昭和35年（1960）10月～昭和51年（1976）
4月 通巻187号
編集・キアラの会 発行：悠々会 発行人：田辺茂一

中級コース

江戸の村方文書を読む

古文書講座初級編を受講された
方か、すでに古文書の知識をお
持ちの方を対象とした講座です。
※今年度の初級コースは秋開催予定です。

戸塚村名主・中村家に遺された「中村家文書」
（新宿区指定文化財）と、角筈村名主・渡辺家に遺さ
れた「渡辺家文書」のなかから、農民が年貢以外に負担していた「諸役（雑税）
」をとりあげます。江
戸近郊という地域性や時代性を反映したものをなるべく選び、農民も政治と無縁ではいられなかっ
た様子を読み解いていきます。
日時：5月9日～6月6日の土曜日 10:00～12:00
会場：新宿歴史博物館 2階講堂
講師：久保貴子
（昭和女子大学講師）
定員：60名 料金：全5回 2,000円
申込み：4月24日(金）必着。往復はがきに記載例（5面）のとおり
記入して、新宿歴史博物館へ。
Web
寛永16年10月28日
※はがき1枚につき1名まで。
「卯歳角筈村御年貢可納割付之事」
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①「1960年代・新宿の記憶」

あのころの新宿の街と人の記憶を語りつくす

1950年から国立に暮らす「中央線坊や」に新宿は身近な街だった。伊勢
丹のバーゲン、東映のやくざ映画、コマ劇場の美空ひばりショー、中村
屋のカリーライス、木造の紀伊國屋書店、ジャズ喫茶…やがて、編集
者となり、ゴールデン街に足が向く。「ジグソーパズル」
のように散らばっ
た、新宿の街と人の記憶を語りつくす。
日時：5月23日
（土）
14:00～15:30
講師：嵐山光三郎
（作家）

嵐山光三郎

元文芸誌編集長と雑誌読み巧者が縦横に語る

紀伊國屋書店三代目店舗（設計：前川國男建築設計事
務所） 階上より１階売場を見る 撮影：渡邉義雄
昭和22年(1947)

一歩進んだ古文書の知識を身につけよう

記念講演会

②対談
「『風景』
と文芸誌の昭和」

日時：5月16日
（土）～7月5日
（日）
休館日：5月25日
（月）
6月8日
（月）
・22日
（月）
会場：新宿歴史博物館
地下１階企画展示室
料金：一 般300円（常設展とのセット券は
500円）
、中学生以下無料

古文書講座

展示会担当
学芸員による
解説を行います

昭和35年、『風景』創刊。歴代の編集長を作家がつと
め、昭和51年の終刊まで当時の大家から若手まで多
彩な顔ぶれが誌面をかざった。この時代、文芸誌は
元気だった。昭和の文芸誌をめぐる状況、また、文芸
誌という場が生んだ作家や編集者のつながりについ
て、元文芸誌編集長と雑誌読み巧者が縦横に語る。
日時：5月30日
（土）
14:00～15:30
講師：大村彦次郎
（作家・評論家）
×坪内祐三
（文芸評論家）

大村彦次郎
©田沼武能

坪内祐三

会場：新宿歴史博物館 2階講堂
定員：各100名
（多数抽選） 料金：各回500円
（展覧会招待券付き）
申込み：①は5月9日
（土）
、②は5月16日
（土）
必着。往復はがきに記載例
（5面）
のとおり記入し、
新宿歴史博物館へ。※①、②はそれぞれ別に申し込みください。はがき1枚につき1
Web
名まで。

新宿歴史博物館常設展 特設コーナー展示

区内遺跡の紹介

新宿区内の縄文遺跡を紹介します。
日時：開催中～6月30日
（火）
9:30～17:30
（入館は17:00まで）
会場：新宿歴史博物館
地下1階常設展示室
料金：一般300円、小中学生100円

新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/ 「新宿歴史博物館」
で検索。

落合遺跡発掘風景
（1975年）

歴

史

問合せ

新宿歴史博物館
（三栄町22）
Tel 03-3359-2131

歴史・文化探訪

落合遺跡めぐり

開催中の特別展「新宿に縄文人現る」
にちなみ、区内最大規模の縄文時代の遺
跡・落合遺跡の周囲をめぐります。
日時：4月30日
（木）
9:00～12:00
集合：林芙美子記念館(中井2-20-1)
コース(予定)：林芙美子記念館→落合公園→中井御霊神社→目白学園遺跡資
料室→西落合公園→妙正寺川№1遺跡 約3㎞
解散：西武新宿線
「新井薬師前」
駅(中野区上高田5)
申込み：4月16日
（木）
必着

落合台地「落合遺跡調査報告
（1955）
」
より

日暮里・谷中

しょう ぎ た い

彰義隊はどこまで
逃げたのか？
解説：新宿歴史博物館
史跡ガイドボランティア
定員：60名
（多数抽選） 料金：500円
申込み：往復はがきに記載例（下段）のほか、同
伴者（2名まで）の氏名・年齢を記入し、
Web
新宿歴史博物館へ。
※2つのプログラムはそれぞれ別に申し
込みください。

林芙美子記念館（中井2-20-1）

開館5周年記念
アトリエ記念館の歩み

ブレスレット

絵手紙講座

ハガキより大きい118×219mm
の大判サイズ。 パノラマ写真の
ように記念館の庭園を切り取れ
ば、一味違う一枚になること間
違いなしです。毎回好評の乾拓、
スタンプのご用意もあります。
経験者、初心者問わず、お気軽
にどうぞ。
※画材貸出しあり
日時：5月18日
（月）
10:00～13:00
講師：西村正代
（日本絵手紙協会公認講師）
定員：20名
（多数抽選） 料金：500円
（材料費）
申込み：4月30日(木)必着。往復はがきに記載例
（下段）
の通り記入し、新宿歴史博物館へ。
※1応募につき2名まで可。

佐伯祐三アトリエ記念館は平成22年4月28日に開館し、5周年を迎
えます。5年間の活動や、来館された皆様からいただいた感想など
をご紹介します。
日時：展示中～6月30日
（火）
10:00～16:00
※5月～9月は16:30閉館
会場：佐伯祐三アトリエ記念館 ミニギャラリー

新宿コズミックセンタープラネタリウム
問合せ Tel 03-3232-7701

春番組マゼランの大航海と春の星空

16世紀の大航海時代にその名を残すマゼランのお話と、からす座のお話を投影します。
投影日：4月11日
（土）
・19日
（日）
・25日
（土）
5月5日
（火祝）
・6日
（水休）
・9日
（土）
・17日
（日）
・23日
（土）
時間：1回目10:30～ 2回目13:30～ 3回目14:50～
（投影時間は各約50分）
※開場は各回投影開始の30分前
定員：150名
（当日先着順・全席自由) 料金：300円(中学生以下無料)
購入：観覧券は各回投影開始30分前から会場受付で販売
※途中入退場不可

Web

写真撮影と写生日

絵手紙講座当日は、一日を通してどなたでも、
通常の開館日にはできない写真撮影や写生をお
楽しみいただけます。
※水彩色鉛筆の貸出しあり(数量限定)
日時：5月18日(月) 10:00～15:30
（入館は15:00まで）
入館料：大人150円、小中学生50円
申込み：当日直接ご来場ください。

返信（裏）

記入しない

返信（表）

広 告 募 集

新宿区
全域を
カバー

「Oh!レガス
に
新宿ニュース」
広告を掲載しませんか？
毎月 5 日・20 日発行
新聞折込配布＝119,000 部

申込者住所

申込者氏名

円

※在学・在勤の場合は、通学・勤務先名・所在地を
ご記入ください。
※新宿歴史博物館メンバーズ倶楽部会員の方は必ず
会員番号を明記してください。

林芙美子記念館 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/fumiko/

往信（裏）
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
⑦会員番号

歌舞伎町
西武
新宿駅 新宿区役所
新宿西口駅

都営地下鉄
大江戸線

靖 国 通 り
スタジオ
明
アルタ
治
Ｊ 新宿通り 伊勢丹り通
Ｒ
新 東京メトロ
宿 丸ノ内線
駅
新宿
三丁目駅

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

記載例

（発行 128,000 部）
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マークの付いた講座は、インターネット
から申し込み可

～4月23日(木) 彩色水墨画展
4月24日
（金）〜5月21日
（木） 猫沢八郎百貨展
展示場所：ギャラリーオーガード
“みるっく”
（歌舞伎町1-30）
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

申込先所在地

新宿文化センター
〒160-0022 新宿区新宿6-14-1

申込先名

52

ギャラリーオーガード

みるっく 4月 5月 の展示

（往復はがきの場合）

新宿歴史博物館
〒160-0008 新宿区三栄町22

Web

ギャラリーオーガード

往信（表）
円

新宿コズミックセンター
（スポーツ課、地域交流課、
子ども支援課）
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2

無料

ミニギャラリー

林芙美子の愛用品の中から可愛らしいものを展示します。
ほとんどが収蔵後初公開です。
日時：4月8日
（水）
〜6月30日
（火）
10:00〜16:30
（入館は16:00まで）
会場：アトリエ展示室、石蔵ギャラリー
入館料：大人150円、子ども50円

申込先

上野戦争の官軍の弾痕が残る経王寺山門
（荒川区登録文化財）

佐伯祐三アトリエ記念館（中落合2-4-21）

芙美子のカワイイもの

大判絵手紙にチャレンジ！
新緑の林芙美子記念館を描く

寺町散策

幕末の上野戦争のとき、彰義隊はどこまで逃げたのか？ 江戸の書家・市河米庵の墓、滝沢馬琴の筆塚など多くの史跡・
文化財が点在し、
「谷根千」として注目されている「谷中」
、そして日暮しの里「日暮里」
。江戸の歴史を伝えつつ、下町情
緒の残る谷中・日暮里の寺町を散策します。
日時：5月17日
（日）
9:00～12:00
（雨天決行・荒天中止） 集合：ＪＲ西日暮里駅
（荒川区西日暮里5）
コース(予定)：向陵稲荷神社→道灌山→青雲寺→岡倉天心宅跡→観音寺の築地塀→経王寺→本行寺 約4㎞
解散：ＪＲ日暮里駅
（荒川区西日暮里2） 申込み：4月20日
（月）
必着

（平成27年4月5日号掲載分より）
掲載面

サイズ（縦 × 横）

表面
中面

1枠料金（税込）

39,960 円
76×48mm

裏面

30,240 円
38,880 円

お問い合わせ、お申し込み（先着順）
TEL 03-3232-7701 FAX
E-mail
URL

03-3209-1833
koho@regasu-shinjuku.or.jp

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

公益財団法人新宿未来創造財団 広報担当
〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2

佐伯祐三アトリエ記念館 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/saeki/

シニアのための iPhone4s

共催：東京タブレット研究会
◆午前の部 10:00〜12:00 12人
平成27年 4 月 23 日
（木） ◆午後の部 14:00〜16:00 12人
ご参加はシニアに限らずどなたでもOK! 無料です!!
【 会 場 】公営社第2ビル
東京都新宿区百人町2-21-29
【参加人数】午前＆午後 各12名様
（スマホの台数限り）
★予約はお電話でお受けします
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-21-1
TEL0120-556-847 FAX 03-3361-4460
電子メール k-info@koueisha.co.jp
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多文化

問合せ 地域交流課 Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

問合せ・外国人相談コーナー

に ほん ご

日本語スピーチコンテスト
しゅつじょうしゃ ぼ しゅう
「しゃべれおん’
１5」
出場者募集
ひ ごろ

かんが

か

ち かん

日頃から考えているテーマについてあなたの価値観
し てん

に ほん ご

はっ ぴょう

に ほん ご

や視 点 を日 本 語 で発 表してみませんか？日 本 語 ス
しゅつじょうしゃ ぼ しゅう

ピーチコンテストの出場者募集！
！
にち じ

がつ は つ か

ど

（土）
12:30～16:30
日時：6月20日
かいじょう

しんじゅくぶん か

たい しょう

しん じゅく く

かい しょう

しんじゅく

会場：新宿文化センター ３階 小ホール
（新宿６－１４－１）
ざい じゅう

ざい きん

ざい がく

がい とう

対象：新宿区に在住・在勤・在学のいずれかに該当
ぼ

ご

に ほん ご

い がい

ざい にち き かん

ねん い ない

し、母 語 が日 本 語 以 外 で、在 日 期 間 が２年 以 内 の
かた

か

こ しゅつ じょう けい けん

かた

ほん かい

ふく

かい

方。過去出場経験のある方は、本回を含めて２回ま
しゅつじょう か のう にゅうしょうけいけん

かた

しゅつじょう ふ

か

での出場可能
（入賞経験のある方は出場不可）
。
ていいん

めい おう ぼ しゃ た すう

ば あい

よ び しん さ

せんてい

定員：１８名
（応募者多数の場合は予備審査にて選定）
きょうさい

しんじゅくひがし

こうえん

しんじゅく く

もうしこ

がつ

すみ だ がわ

共 催：新宿 東ライオンズクラブ、隅田川ライオンズクラブ

後援：新宿区

にち

げつ

しゅつじょうもうしこみしょ

申込み：5月11日（月）までに出場申込書、スピーチ
よ てい

さく ぶん

じ さん

ゆう そう

てい しゅつ

くわ

予定のテーマ作文を持参または郵送で提出。詳しく
ぼ しゅうようこう

かくにん

は募集要項をご確認ください。
ぼ しゅうようこう

しゅつじょうもうしこみしょ

た ぶん か きょうせい

※募集要項と出場申込書はしんじゅく多文化共生プラ
た ぶん か きょうせいすいしん か

しんじゅく く やくしょほんちょうしゃ

かい

しん

はい ふ

しん

ザ、多文化共生推進課（新宿区役所本庁舎1階）
、新
じゅく

しんじゅくぶん か

宿コズミックセンター、新宿文化センターで配布。新
じゅく み らい そう ぞう ざい だん

宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロードするこ
ともできます。

くに

とも

ひと

に ほん

こと

とも だち

ひと

に ほん ご

はな

外 国 の人と友 達になりたい人、日本 語を話したい、
し

がい こく

ひと

あつ

日本の事をいろいろ知りたい外国の人たちが集まっ
たの

はなし

ば しょ

て楽しくお話をする場所です。
にち じ

まいつきだい

きんよう び

がつ

がつ

ねん

かい

日時：毎月第2金曜日
（4月から3月まで年12回）
18:45～20:30

かいじょう

た ぶん か きょうせい

会場：しんじゅく多文化共生プラザ
しんじゅく く

か

ぶ

き ちょう

かい

（新宿区歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）

りょうきん

えん

料金：200円
もうし こ

ふ よう

とうじつちょくせつ

かいじょう

こ

申込み：不要。当日直接、会場にお越しください。
がっ き

がつ

がくしゅうしゃ ぼ しゅう

1学期（4～7月）
の学習者募集！
し ん じゅく く

に

ほん

新宿区日本語教室
にちじょうせいかつ

ひつよう

しょきゅう

に ほん ご

み

日常生活に必要な初級の日本語を身につけましょう。
きょうしつ

あ

と ちゅう

さん か

教室に空きがあれば途中からでも参加できます。

にち じ

がつ

へい じつ

しゅう

かい

きょう しつ

しゅう

きょう しつ

日 時：4～7月の平日。週1回 の教 室と週2回の教 室
よう び

かいじょう

こと

があります。曜日は会場によって異なります。
ご ぜん

【午前のクラス】9:00～11:30、
や かん

げつ

もくよう び

【夜間のクラス】18:30～20:30
（月・木曜日のみ）
かい じょう

た ぶん か きょう せい

ふく

く ない

に ほん ご

ひつよう

会 場：しんじゅく多 文 化 共 生 プラザなどを含 む区 内
しょ

きょうしつ

10ヵ所
（12教室）
たいしょう

にゅうもん

しょきゅう

にちじょうせいかつ

対象：入門〜初級レベル。日常生活で日本語を必要
かた

ちゅう がく せい い

か

かた

さん か

としている方。ただし、中学生以下の方は参加でき
ません。
ていいん

かくきょうしつ

めいてい ど

おう ぼ

た すう

ば あい

しんじゅく く ざい

定員：各教室20名程度（応募多数の場合は新宿区在
じゅうしゃゆうせん

住者優先）
りょうきん

しゅう

かい

きょうしつ

えん

しゅう

かい

きょうしつ

えん

料金：週1回の教室2,000円／週2回の教室4,000円
もうし こ

もうし こみ よう し

ひつ よう じ こう

き にゅう

申 込 み：申込用紙に必要事項を記入し、e-mail（
sjc＠regasu-shinjuku.or.jp）またはFax（03-3209おく

た ぶん か きょうせい

1833）でお送りください。しんじゅく多文化共生プラ
しんじゅく く やくしょがいこくじんそうだんまどぐち

しんじゅく

ザ、新宿区役所外国人相談窓口、新宿コズミックセン
ちょくせつもう

こ

ターで直接申し込むこともできます。
といあわ

に ほん ご

ち いきこうりゅう か

問合せ：日本語：地域交流課 03-3232-5121
えい ご

英語：03-5272-5060
かんこく ご

ちゅうごく ご

中国語：03-5272-5070

韓国語：03-5272-5080
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일본어 스피치 콘테스
트 ‘샤베레온 2015’ 참
가자 모집

平日里是否对很多题目有自己的价值
观和看法？想不想尝试用日语把它们
表达出来？这里正在征集日语演讲比
赛的参赛者！！
时 间 ：6月20日(星 期 六)中 午12点30
分〜下午4点30分
地点 ：新宿文化中心-3 楼小礼堂（新宿6-14-1）
对象 ：在新宿区居住、工作或学习、
日语非母语、在日时间不超过2年的
人士。有过参赛经验者，包括本次参
赛在内，最多可参赛2次（已获奖者不
可再次参赛）。
定员 ：18名（报名者人数超过定员时，
将通过初审进行选拔）
联合主办 ：新宿东狮子会、隅田川狮
子会 赞助 ：新宿区
报名 ：请于5月11日（星期一）前递交
或邮寄参赛申请书以及准备演讲的主
题作文。具体内容请参考征集简章。
※征集简章以及参赛申请书由新宿多
文化共生广场、多文化共生推进科（新
宿区政府办公大楼1层）、新宿阔兹密
席体育中心、新宿文化中心发行。申
请表也可从新宿未来创造财团网页下
载。

평소 염두에 두었던 테마에 대해 당신의 가치
관이나 관점을 일본어로 발표해 보지 않겠습니
까? 일본어 스피치 콘테스트 참가자 모집!!
일시： 6월 20일(토) 12시 30분~16시30분
장소: 신주쿠문화센터 3층 소홀(신주쿠6-14-1)
참가자격: 신주쿠구에 거주, 근무, 재학 중인 사
람으로 일본어가 모국어가 아닌 체류기간 2년
이하의 외국인. 과거 이 대회에 출전한 경험이
있는 사람은 이번 대회까지 포함 총 2회 참가
가능(입상 경력이 있는 자는 참가할 수 없음).
정원: 18명(응모자가 많을 경우 예비심사를 통
해 선정)
공동개최: 신주쿠히가시라이온즈클럽, 스미다
가와라이온즈클럽 후원: 신주쿠구
신청: 5월 11일(월)까지 참가신청서, 스피치 예
정 테마 작문을 우편 또는 직접 제출. 자세한
사항은 모집요강을 참조해 주십시오.
※모집요강 및 참가신청서는 신주쿠다문화공
생플라자, 다문화공생추진과(신주쿠구청 본관
1층), 신주쿠코즈믹센터, 신주쿠문화센터에서
배부. 신주쿠미래창조재단 홈페이지를 통해 다
운로드도 가능합니다.

세계여러나라의친구들을만들자 !

国际交流沙龙

국제교류사롱

为想结交外国朋友、练习日语会话、了解
日本的外国友人们提供可互相交流、畅谈
的聚会场所。
日期 ：每 月第2个星期五(4月至来年3月，
一年共举办12次)
下午6点45分〜8点30分
会场 ：新 宿多文化共生广场(新宿区歌舞
伎町2-44-1 海基亚大厦11楼)
费用 ：200日元
申请 ：请于当天直接来会场即可。

외국인 친구를 원하는 사람, 일본어로 대화
를 하거나 일본에 대해 더욱 알고 싶은 외국
인들이 한자리에 모여 즐겁게 이야기를 나
누는 곳입니다.
일시： 매 월둘째주금요일(4월부터 3월까
지 연 12회)
18시45분~20시30분
장소： 신 주쿠다문화공생플라자 (신주쿠구
카부키쵸 2-44-1 하이지아 11층)
요금：200엔
신청： 당일개최장소로직접오시기바랍니다.

Now accepting students for the April-July semester!

第一学期（4〜7月期间）正在招生！

1학기(4~7월) 수강자 모집!

Learn beginner Japanese useful for everyday life. If there is
space, students may also join partway through the semester.
Date and Time：Time: Weekdays from April to July.
Some classes are once per week and others are
twice per week. The day is different depending on
the location. Morning Class: 9:30 to 11:30. Evening
Class: 6:30 to 8:30 (Monday and Thursday only
Location： Shinjuku Multicultural Plaza and 10
other locations in Shinjuku (12 classes)
Eligibility：Introductory to beginner level. People
who need to use Japanese in their daily life.
However people of junior high student age and
younger may not participate.
Capacity：Approx. 20 people per class (if there are too
many applicants, Shinjuku residents will have priority)
Fee： Once weekly class 2,000 yen / Twice
weekly class 4,000 yen
To apply： Fill out the application form and submit it
by e-mail (sjc@regasu-shinjuku.or.jp) or fax (03-32091833). Applications can also be submitted in person
at the Shinjuku Multicultural Plaza, Shinjuku City
Office Foreign Resident Advisory Corner, or the
Shinjuku Cosmic Center .

大家可以在这里掌握日常生活所需的初级
日语。培训班里若有空位可以中途随时进
来听课。
日期 ：4〜7月的工作日。分为每周一次课
的培训班和每周两次课的培训班。根据会
场每周日期安排也不同。【上午开班时间】
9:30～11:30、【 晚 上 开 班 时 间 】18:30～
20:30（只有周一和周四）
会场 ：包括新宿多文化共生广场在内的十
个场所（12个培训班）
对象 ：入门〜初级水平需要在日常生活中
用到日语的人群。但是，未满中学生年龄
段的群体不得参加本项目。
定员 ：每个培训班20名左右（超额的情况
下优先考虑新宿区居民）
参加费 ：每周一次课的培训班2,000日元
／每周两次课的培训班4,000円
申请 ：在申请书上填写您的必要信息，并
以电子邮件（ sjc＠regasu-shinjuku.or.jp）
或 传 真(03-3209-1833)形 式 发 送。 也 可 到
新宿多文化共生广场、新宿区政府外国人
咨询窗口、新宿阔兹密席体育中心进行直
接申请。

This is a place where Japanese people who want
to meet people from other countries, and people
from other countries who want to speak Japanese
and learn about Japan can gather together and
have some fun conversations.
Date and Time：2nd Friday of the month
(12 times per year from April to next March)
6:45 to 8:30 p.m.
Location：Shinjuku Multicultural Plaza（11F Hygeia
2-44-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku）
Fee：200 yen
To join, simply come on the day of the event.

Shinjuku City Japanese Class

ご きょう し つ

日语演讲比赛「演
讲之音15」征集参
赛者

让我们和各个国家的人交朋友吧！

International Exchange Salon

こ く さ い こ う りゅう

がい こく

Have you ever wanted to try expressing your
everyday thoughts, values, or viewpoints in
Japanese? We’re looking for contestants for our
Japanese speech contest!
Date and time: June 20 (Sat) 12:30p.m. to 4:30p.m.
Location: 3F 2ndHall,Shinjuku bunka Center (6-141 Shinjuku)
Eligibility: People living, working, or studying in
Shinjuku city, whose native language is not
Japanese, and who have lived in Japan for less
than two years. Contestants who have took part
in the contest in the past may enter for a second
time (including this time) but no more than twice
in total (past winners may not enter again).
Capacity: 18 people (if more than 18 people
apply, there will be a preliminary selection process)
Co-hosts: Shinjuku Higashi Lions Club,
Sumidagawa Lions Club Backing: Shinjuku Ward
How to apply: Fill out the Contestant Application
Form by May 11 (Mon), and submit it along with
an essay on the theme of your planned speech,
either in person or by post. For more details,
check the Guidelines for Applicants.
※Guidelines for Applicants and Contestant
Application Forms can be found at the Shinjuku
Multicultural Plaza, the Multicultural Promotion
Division (Shinjuku City Office Main Building 1F),
Shinjuku Cosmic Center, and the Shinjuku Bunka
Center. Download files are available at the
Shinjuku mirai souzou foundation’
s website.

Let’s make friends from around the world!

いろいろな国の友だちをつくろう!

国際交流サロン

Japanese Speech Contest
“Shabereon '15”Call for
Contestants

For more information: in Japanese:

Regional Exchange Division 03-3232-5121
English: 03-5272-5060

新宿区日语培训班

咨询电话 ：
日语 ：地域交流课
汉语 ：03-5272-5070

03-3232-5121

신주쿠구 일본어교실
일상생활에 필요한 초급 일본어를 배우는 강
좌입니다. 결원이 생기면 학기 중간에도 들
어갈 수 있습니다.
일시：4~7월 평일. 주 1회 반과 주 2회 반이
있습니다. 요일은 수업이 진행되는 장소에
따라 차이가 있습니다. 【오전반】 9시 30분
~11시 30분, 【저녁반】 18시 30분~20시 30
분(월, 목요일만)
장소：신주쿠다문화공생플라자 포함 구내
10곳(12개반)
대상：입문~초급수준. 일상생활에서 일본어
를 필요로 하는 분. 단, 중학생 이하는 참가
할 수 없습니다.
정원：각 클래스 당 20명 정도(신청자가 많
을 경우 신주쿠구 거주자 우선）
비용：주1회 2,000엔／주2회 4,000엔
신청：신청서에 필요한 사항을 기입한 후
e-mail（ sjc＠regasu -shinjuku.or.jp）또
는 FAX（03-3209-1833）로 보내 주세요.
신주쿠다문화공생플라자, 신주쿠구청 외국
인상담창구, 신주쿠코즈믹센터에서 직접 신
청하셔도 됩니다.

문의：
일본어：지역 교류과 03-3232-5121
한국어：03-5272-5080

多文化

問合せ 地域交流課 Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

青少年と異文化交流

新宿区友好都市 ドイツ・ベルリン市ミッテ区への

派遣青少年大募集

新宿区では、友好都市であるベルリン市ミッテ区との交流事業として派遣と受入を実施しています。
新宿区の代表としてミッテ区を訪問し、ホームステイによる異文化体験など、二都市間の相互交流
活動を行う青少年を募集します。日本とは異なるベルリン青少年の文化や思想、習慣を体感し、今
後の両都市友好関係の発展を図ります。
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派遣先：ドイツ連邦共和国ベルリン市ミッテ区
派遣期間：8月18日
（火）～30日
（日）
まで
（12泊13日）
費用：往復渡航費は各自負担
（20万円程度）。現地での宿泊費・食費は原則ミッテ区が負担予定
活動内容：事前学習会、ベルリン市内見学、現地の人々との交流、ホームステイ、帰国後の報告書
作成、2016年ミッテ区青少年受入の企画・参加。
活動テーマ：青少年交流を通して異文化を学ぶ
募集人数：区内在住・在勤・在学で、平成27年4月1日現在15歳以上25歳未満の方12名
※中学生を除く
申込み：5月20日(水)必着。実施要綱を確認の上、
所定の参加申込書に必要事項を記入し新宿コズミッ
クセンターへ。実施要綱および参加申込書は区内公共施設で配布中。新宿未来創造財団ウェ
ブサイトからダウンロードもできます。
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※2015年ミッテ区への訪問と、2016年3〜4月頃の日本での受入プログラムの企画と運営、どち
らにも参加できる方を募集します。

芸

新 宿 文 化 センタ ー 公 演

術

5/9（土）
11:00開演

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
Tel 03-3350-1141

■ 曲目および出演者などは、変更となる場合があります。
■ 主催公演チケット購入方法は、（下段）
をご覧ください

チケット販売中

今年もこの季節がやってきました！

新宿 春の楽しいジャズ祭り2015

毎年恒例！新宿文化センター全館でプロ・アマ約150団体が登場し、熱演を披露します。大編成のビッグバンドから小編成のピア
ノトリオまで、さまざまなスタイルのジャズをお楽しみください。
時間：11:00開演(開場10:00)
会場：新宿文化センター
入場料：前売券3,000円 当日券3,500円
【新宿区民割引】2,500円
※高校生以下無料
※区民割引を窓口で購入する際は、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。
購入：
【窓口販売】9:00～新宿文化センター、
新宿コズミックセンター
9:30～新宿歴史博物館
【電話予約】
新宿文化センター Tel 03-3350-1141
主催：新宿春の楽しいジャズ祭り実行委員会 共催：新宿区
協賛：末広通り商店会、要通り共栄会、新宿ボーカル友の会、トラディショナルジャズカレッジユニオン

新 宿 文 化センター 公 演

新宿区民招待のご案内

無料

新宿フィルハーモニー管弦楽団 第73回定期演奏会

毎月二回の
お楽しみ！
！

落語in和室

☆200名様ご招待

日時：5月17日
（日）
14:00開演 会場：大ホール ※未就学児入場不可
演目：チャイコフスキー「白鳥の湖」
作品20
（抜粋）
ほか

新宿交響楽団 第49回定期演奏会



☆100名様ご招待

申込み 4月30日（木）必着。新宿文化センターウェブサイト内専用応募フォームから応募、また

、希望人数（1名または2名）
、
は郵便はがき（返信用はがき不要）に公演名（いずれか1つ）
氏名、郵便番号、住所、電話番号を記入し、新宿文 化センター（〒160-0022新宿
6-14-1）
へ。招待者の発表は招待券の発送をもって代えさせていただきます。

新宿文化センター主催公演 チケット購入方法

●窓口販売 ※休館日を除く

①新宿文化センター
9:00～19:00
②新宿コズミックセンター
9:00～19:00
③新宿歴史博物館
9:30～17:00
お支払い方法：いずれも現金のみ

※お取り扱いのない公演もあります
〈各種プレイガイド〉
②チケットぴあ
Tel 0570-02-9999［Pコード：×××-×××］
③ローソンチケット
Tel 0570-084-003［Lコード：×××××］
⇒② ③を利用される際は、音声案内に従って、Pコー
ド またはLコードを入力してください
④イープラス
http://eplus.jp/（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

昔昔亭Ａ太郎
（4月17日出演）

笑福亭羽光
（5月4日出演）

未来の名人候補が続々出演！

初心者の方から通の方まで、毎回多彩な噺で
落語の楽しみをお届けします。寄席は初めての
方もお気軽にお越しください。

●Web友予約

 のマークが付いている公演は、新宿文化センター
こ
Web
「新宿文化センター 友の会」からお
友 ウェブサイト内の
申し込みいただけます。
※Web友とは、
「新宿文化センター友の会」の略称であり、

●電話予約

①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）

ご予約後1週間以内に、次のどちら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（新宿6-14-1）に直接
お越しください。
②郵便振替：ご予約後、下記
「ゆうちょ銀行口座」
にチケッ
ト代をお振り込みください。ご入金の際、郵便局に備
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

日時：
（毎月第3金曜日）
4月17日
10:00開場 10:30開演
会場：新宿文化センター ４階和会議室
問合せ：新宿文化センター
Tel 03-3350-1141

振込先
■

Web
友

加入者名
（振込先）
：新宿文化センター
口座番号：00180-0-263305
の場合

①オ ン ラ イ ン 即 時 決 済（ ク レ ジ ッ ト カ ー ド ）：UC・
VISA・MasterCard が使用できます。セブン‒イレブ
ンでチケットをお受け取りください。
②セブン‒イレブン窓口：ご予約後、1週間以内にセブン
‒イレブンでお支払いの際、チケットをお受け取りく
ださい。

大久保スポーツプラザ

日時：
（毎月第1月曜日）
5月4日
10:00開場 10:30開演
会場：大久保スポーツプラザ ３階和室（大久保3-7-42）
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

インターネット予約のことです。チケットは最寄りのセ
ブン-イレブンでお受け取りいただきます。
※
「新宿文化センター 友の会」への入会が必要です（入会
金・年会費無料）
。
⇒http://www.regasu-shinjuku.or.jp/webtomo/

お支払い方法
■電話予約の場合

入場料：各回４００円
お得な回数券もあります
申込み：事前予約不要。当日直接、会場へ
協力：公益社団法人落語芸術協会

新宿文化センター

日時：6月7日
（日）
14:00開演 会場：大ホール ※未就学児入場不可
演目：ドヴォルザーク
「交響曲第7番」
ほか

Web

区民割引あり

購入の際のお願い

●区 民 割 引チケットを窓 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、新宿
文化センターウェブサイトをご覧ください。
●電 話での座席指定も可能になりました（電話予
約初日を除く）
。
●車 イス用の鑑賞席は、新宿文化センターでお
求めください。
※枚数限定販売。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。
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7/4（土）
18:30開演

7/25（土）
16:00開演

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
Tel 03-3350-1141

■ 曲目および出演者などは、変更となる場合があります。
■ 主催公演チケット購入方法は、（7面）
をご覧ください

ロック世代が創るスタンダードの新しい風

テネシーワルツを新宿で
キドキラ
（鬼怒無月＆吉良知彦）
コンサート

き

時間：18:30開演
（18:00開場） 会場：新宿文化センター 小ホール
出演：キドキラ
［鬼怒無月・吉良知彦］
（ギター） ゲスト：小峰公子
（ヴォーカル）
曲目：
「テネシー・ワルツ」
「アメイジング・グレイス」
「ダニー・ボーイ」
「サリーガーデン」
「遠い音楽」
ほか
入場料：全席指定 一般3,５00円
【新宿区民&Web友割引】3,000円 ※未就学児入場不可
小峰公子
※車椅子席のご希望は新宿文化センターへお電話でお申し込みください。
購入：
【Web友先行予約】4月5日(日）
12:00～
Web 割引あり
区民割引あり
友
【窓口販売】4月11日
（土）
9:00～新宿文化センター
4月14日
（火）
9:00～新宿コズミックセンター、9:30～新宿歴史博物館
【電話予約】4月11日
（土）
12:00～ 新宿文化センター Tel 03-3350-1141
※詳しくは主催公演チケット購入方法
（7頁）
参照

新宿エイサーまつり2015協力公演

第10回 沖縄音楽フェスティバル
琉神

石嶺聡子

うないぐみ

ＨＹ

チケット販売中

こどもの日感謝企画

フェスティバル2015

会場：新宿文化センター 大ホール
出演：ミゲル・アンヘル・エレディア、ソラジャ・ク
ラビホ、ルビオ・デ・プルナ、ロマン・ビセ
ンティ ほか
入場料：全席指定
S席6,000円 S席親子ペア6,000円
A席4,000円
※S席親子ペア席ご利用条件
Aタイプ…小学生以上高校生以下のお子さ
ま同伴の親子ペア100組200名
Bタイプ…65歳以上の親と同伴の親子ペア100組200名
購入：
【窓口販売】新宿文化センター
【プレイガイド】
イベリア・オンラインショップ(ブロック指定可)
http://shop.iberia-j.com/
イベリア事務所(座席指定可) Tel 03-3449-8454(11:00〜19:00)
チケットぴあ ［Pコード：442-174］
後援：スペイン大使館 サンケイリビング新聞社 夕刊フジ サンケイスポーツ
Oh! レガス 2015.2.05号
企画・構成：蒲谷照雄
損保ジャパン̲AD
主催：株式会社イベリア 産経新聞社
w48×h76㎜）
問合せ：株式会社イベリア Tel 03-3449-8454
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

損保ジャパン日本興亜

「相続」 知っ得情報
セミナー開催のご案内

ユトリロとヴァラドン〜母と子の物語〜

4 月24日(金)18：30～20：00

スュザンヌ・ヴァラドン 生誕 150 年

2015

あなたの『遺族年金』

4 . 1 8 s a t - 6 . 2 8 su n

【詳細】
●会費 無料
●講師 社会保険労務士 日下良子
●申込 ＴＥＬ、
ＦＡＸ、
メール
にてお申込みください。

ｓ会計
●会場 税理士法人Ｔ’
セミナールーム
スュザンヌ・ヴァラドン《裸婦の立像と猫》
1919 年 油彩、キャンヴァス 個人蔵
●月曜定休（ただし5月4日は開館、翌5日も開館）
●午前10時〜午後6時（金曜 〜午後8時）※入館は閉館30分前まで

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

美術館利用案内 TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）

http://www.sjnk-museum.org/
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税理士法人Ｔ'ｓ（ﾃｨｰｽﾞ）会計
〒169－0075

新宿区高田馬場１－２４－１６
内田ビル４Ｆ
ＴＥＬ：03-３２０５-４９５１
ＦＡＸ：03-３２０５-４９５０
ﾒｰﾙ:ts-kaikei@tkcnf.or.jp
HP:http//www.ts-kaikei.net/

4／18
（土）
12:00～
Web友先行予約！

沖縄を代表するアーティ
ストによる夢の共演！
！

時間：16:00開演
（15:30開場） 会場：新宿文化センター 大ホール
出演：古謝美佐子・ＨＹ・うないぐみ・石嶺聡子・琉神・佐原一哉
（演出・構成）
曲目：
「童神」
、
「安里屋ユンタ」
、
「豊年音頭」
ほか ※曲目は変更になることがあります。
入場料：全席指定 一般4,000円
【新宿区民&Web友割引】3,500円 ※未就学児入場不可
購入：
【Web友先行予約】4月18日
（土）
12:00～
【窓口販売】4月23日
（木）
9:00～新宿文化センター
4月24日
（金）
9:00～新宿コズミックセンター
9:30～新宿歴史博物館
【電話予約】4月24日
（金）
9:00～新宿文化センター Tel 03-3350-1141
【プレイガイド】4月25日(土）
10:00～
区民割引あり
チケットぴあ Tel 0570-02-9999 （Pコード：257-877）
ローソンチケット Tel 0570-084-003 （Ｌコード38972）
Web 割引あり
友
イープラス http://eplus.jp/
（PC・携帯共通）
※詳しくは主催公演チケット購入方法
（7頁）
参照
連携：新宿エイサーまつり大会委員会

新宿文化センター
ダンス・プロジェクト2015

5/5（火祝） 第４回フラメンコ・

Cプロ
「情熱のフラメンコ/PASIÓN FLAMENCA」

4／5
（日）
12:00～
Web友先行予約！

な つき

ジャズ、ロックをきわめ、幅広く活躍するギタリスト鬼怒無月と、
プログレッシヴ・ロックバンドZABADAKとして人気を博し、ＣＭ、映画などへの楽曲提供も盛んな
き ら ともひこ
吉良知彦。ロック世代のふたりが創るスタンダードの新しい風！

真夏の新宿の恒例イベント
「沖縄音楽フェスティバル」
。
古謝美佐子を中心に、沖縄を代表するアーティストたちが運ぶ
“琉球の風”。
今年は、NHK連続テレビ小説
「純と愛」
の主題歌
「いちばん近くに」
を
歌ったHYが初登場します。
温かいメッセージとともに心の奥に響きわたる南国の風を感じて下さい。

15:30開演

ど

新宿文化センターは1979年、新宿区の中核的文化施設として建設され、国内外の団体による音楽、舞踊、演劇
の公演が行われました。なかでも舞踊公演においては、過去にピナ・バウシュ率いるヴッパタール舞踊団、アントニ
オ・ガデス舞踊団、パリ･オペラ座バレエ団、松山バレエ団、小松原庸子スペイン舞踊団など、国内外のさまざまな
舞踊団が新宿文化センターで公演を行い、高い評価を受けました。
2015年は、過去の舞踊公演の歴史を次世代に継承するとともに、あらたな舞踊芸術を発信するために「新宿文化
センター ダンス・プロジェクト」
を立ち上げ、さまざまなジャンルの舞踊・パフォーマンス公演を開催いたします。
※詳しくは新宿文化センターウェブサイトにて随時更新予定。
ダンスコンクール ●

◆ラインナップ◆

●第3回全日本小中学生ダンスコンクール 東日本大会
8月13日(木) ～15日(土)大ホール
主催：朝日新聞社 共催：朝日学生新聞社

● 森山開次

ⒸSadato ISHIZUKA

●森山開次 ダンスワークショップ
①子ども向け 8月15日(土)小ホール
②一般向け 8月16日(日)小ホール

●ザルツブルグ・トイハウス劇場

● トイハウス劇場

①一般向け
「Feed and Bleed」 8月22日(土)小ホール
②子ども向け
「Hin und Her」
(邦題:あっちこっち) 8月23日(日)小ホール
協力：オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム

●フレッシュ名曲コンサート
「スペイン音楽の祭典
“フラメンコ＆カルメン・ハイライト”」
9月5日(土)大ホール
共同主催：公益財団法人東京都歴史文化財団
（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

● スペイン音楽の祭典

コンドルズの
遊育計画
●

●コンドルズの遊育計画
（あそいくけいかく）
10月31日(土)大ホール
主催：NHKエデュケーショナル

●国際都市新宿・踊りの祭典2015
11月14日(土)全館

踊りの祭典 ●

新 宿コズ ミック セ ン タ ー ロビ ーコ ン サ ート

無料

春のホッとコンサート
ダミー

ディズニー映画「魔法にかけられて」で主役の吹き替えを担当し、
「アナと雪の女王」
ほか、多くのディズニー映画吹き替え版に出演の木村聡子さんが今年も登場！
ディズニー曲を中心に、童謡・抒情歌など幅広い年齢層にお楽しみいただけるプログラムです。
日時：4月18日(土)12:00～13:00 会場：新宿コズミックセンター1階ロビー
出演：木村聡子･金子大介
（ヴォーカル）
、長堀美佳
（フルート）
、平林明子
（ピアノ）
申込み：当日直接ご来場ください。 問合せ：新宿コズミックセンター Tel 03-3232-7701

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）／新宿歴史博物館 13日（月）･27日（月）／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉 13日（月）〈戸山･北新宿〉 27日（月）／
（
（4月休館日のお知らせ）
）
新宿文化センター

14日
（火）
／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

6日
（月）
･13日
（月）
･20日
（月）
･27日
（月）

