〒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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②「新宿とともに

新宿とともに 無 料
紀伊國屋ビルあの日あの時

〜田辺茂一と紀伊國屋書店のこれまで、これから〜」
田辺茂一による昭和２年の創業以来、紀伊國屋書店は新宿の街を拠
点として書店を続けてきた。紀伊國屋書店の社長が、田辺茂一との
思い出を交えながら、新宿の発展とともに歩んできた紀伊國屋書店
の歩み、そして書店の未来像を語る。
講師：高井昌史
（(株)紀伊國屋書店代表取締役社長）
日時：6月7日
（日）
14:00〜15:30

紀伊國屋書店の歴史は、昭和2年（1927）
、現在と同じ
地に田辺茂一が書店を構えたことに始まります。業績は
順調に伸び、店舗は何度か建て替えられ、時代が変わっ
て も 常 に 新 宿 の 文 化 を 支 えて きました。 昭 和22年
（1947）竣工の三代目店舗、昭和39年（1964）竣工の
紀伊國屋ビル（どちらも設計は前川國男）を中心に、紀
伊國屋書店のあゆみを写真で振り返ります。
日時：5月16日
（土）
〜7月5日
（日）
9:30〜17:30
会場：1階れきはくギャラリー

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
（協働企画展招待券付き）
申込み：①は5月16日（土）
、②は5月22日（金）必着。往復はがきに
記載例（2面 ）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。※①、②
Web
はそれぞれ別にお申し込みください。はがき1枚で1名まで。
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無料

を行
よる展示解説
担当学芸員に
3:30
曜日13:00〜1
日時：毎週土
室
展示
企画
階
下1
会場：地
場ください。
必
申込み：直接ご来
また は 半 券 が
展覧会観覧券
す。
要で

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：6月6日
（土）
・20日
（土）
、7月4日
（土）各日10:00〜15:00
会場：地下1階ホワイエ
定員：各日先着100名
料金：無料
（ただし展覧会観覧券または半券が必要）

Cont ent s
柳田國男
生誕140年記念講座

5/9（土）

2面

11:00開演
ベートーヴェン
第九合唱団募集

4面

森山開次
ダンスワークショップ

4面

協働企画展

元文芸誌編集長と雑誌読み巧者が縦横に語る
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飾った。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。
×坪内祐三（文芸評論家）
講師：大村彦次郎（作家・評論家）
日時：5月30日
（土）
14:00〜15:30

新宿歴史博物館

①対談「『風景』
と文芸誌の昭和」

田 辺 茂一 生誕一一〇 年

50
雑誌

記念講演会

次号は5月20日発行です。

人の直筆原稿

雑誌として︑紀伊國屋書店創業者の

﹃風景﹄は︑来店者に無料で配布する

田辺茂一が考案し︑舟橋聖一を中心

雑誌です︒小冊子でありながら文芸

とするキアラの会が編集し発行した

誌としての体裁を整え︑多くの作家

が誌面を飾っています︒

化発展に果たした役割を紹介すると

田辺茂一と紀伊國屋書店が新宿の文

三島由紀夫︑大江健三郎︑松本清張︑

ともに︑
﹃風景﹄
に寄稿した川端康成︑

人の直筆原稿を展示し︑誌面から

u-

宇野千代など︑時代を代表する作家

創作の軌跡を感じていただきます︒

s
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w
ww

はうかがい知れない作家の息遣いや

月 日号

50

作家

発行：公益財団法人新宿未来創造財団
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（新宿歴史博物館 地下1階企画展示室）
時間：休館日を除く9:30〜17:30
（入館は17:00まで）
休館日：5月25日
（月）
・6月8日
（月）
・22日
（月）
料金：一般300円
（常設展とのセット券は500円）
、
団体
（20名以上）
150円、中学生以下無料
協働企画：株式会社紀伊國屋書店
共催：新宿区・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
問合せ：新宿歴史博物館(三栄町22） Tel 03-3359-2131

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

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。

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。
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
区民割引あり
新宿文化センター Tel 03-3350-1141
【電話予約】
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

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。
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ドイツベルリン市ミッテ区への交流派遣青少年を募集中！
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問合せ：新宿コズミックセンター Tel 03-3232-5121

1

歴

問合せ

史

新宿歴史博物館
（三栄町22）
Tel 03-3359-2131

柳田國男生誕140年記念講座

学芸員と学ぶ歴史講座

知の巨人はこうして生まれた！

14世紀初頭、史上初の武家政権の歴史書として成立した『吾妻鏡（あずまかがみ）』。本書は和風漢
文で記され、今日では馴染みの薄い書物となっています。その成立の背景を探り、鎌倉武士の息
遣いを感じてみましょう。

日本民俗学の創始者といわれる柳田國男は、今年で生誕140年を迎えます。代表作『遠野物語』は
市谷加賀町で執筆されたもので、新宿とはゆかりの深い研究者です。本講座では、柳田國男研究
の第一人者である石井正己教授を迎え、柳田の人物像や作品の魅力、最新の研究についてわかり
やすく解説していただきます。
内容：6月 6日(土) 柳田國男と
『故郷七十年』──東京は第二の故郷になるか？
6月13日(土) 柳田國男と
『遠野物語』──恐怖はどのように生まれるか？
6月27日(土) 柳田國男と
『先祖の話』──人は死んだらどうなるか？
時間：14:00〜16:00
会場：新宿歴史博物館 ２階講堂
講師：石井正己
（東京学芸大学教授）
定員：60名
（多数抽選）
料金：全1,500円
（単回受講不可）
申込み：５月23日（土）必着。往復は
がきに記載例（下段）のとおり
Web
記入し、新宿歴史博物館へ。
はがき1枚で1名まで。
田植えを手伝ったオクナイサマ

連続講座

遠野の石塔

歴史学・考古学から建築史・都市計画まで
江戸城外堀

江戸城講座

新宿区は江戸城外堀の西に位置しています。江戸城外堀完成から
400年を迎える2036年に向かって、普及啓発活動を行っていま
す。外堀のみならず江戸城、そして江戸東京を取り囲む諸事情を、
様々な切り口から、最先端の研究者たちに講義していただきます。
No. 日にち
演題
① 6月21日（日） 芝増上寺の徳川家歴代墓 高山優
② 6月28日（日） 外濠から見た江戸東京

講師
（港区教育委員会事務局学芸員）

陣内秀信 （法政大学エコ地域デザイン研究所所長）

③ 7月5日
（日）首都江戸の性格と機能

大石学

（東京学芸大学教授）

④ 7月12日（日） 江戸城外堀の景観

岡村祐

（首都大学東京助教）

⑤ 7月19日（日） 中世江戸の諸相

小山貴子 （元千代田区立日比谷文化図書館文化財調査指導員）

時間：10:00〜12:00 会場：新宿歴史博物館 2階講堂 定員：60名
（多数抽選）
料金：全2,000円
（単回受講不可） 申込み：6月1日
（月）
必着。往復はがきに記載例
（下段）
の
とおり記入し、新宿歴史博物館へ。 ※はがき1枚で1名まで。

Web

林芙美子記念館（中井2-20-1）

No.

日にち

鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』に親しむ
内容

①

6月18日
（木） 『吾妻鏡』の書誌情報

②

6月25日
（木） 『吾妻鏡』
を読んでみる

時間：10:00〜11:30 会場：新宿歴史博物館 2階講堂
講師：今野慶信
（新宿歴史博物館学芸員） 定員：60名
（多数抽選） 料金：全500円
（単回受講不可）
申込み：5月25日
（月）
必着。往復はがきに記載例
（下段）
のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。
Web
※はがき1枚で1名まで。

ᇘષĆဦݛඑၸ

牛込御門・清水門、
日本橋川を歩く

小泉八雲ゆかり
の地を訪ねて

国史跡「江戸城外堀跡」は、
平成２０年、新宿区・千代
田区・港区の３区で保存管
理計画が策定され、史跡
牛込見附跡
整備も視野に入れた普及
啓発活動を行っています。今回は牛込見附から江戸
城田安門・清水門を抜け、日本橋川に沿って歩きな
がら、将門首塚・北町奉行所跡などを見学します。
日時：6月7日
（日）
9:00〜12:00
（雨天決行・荒天中止）
集合：神楽河岸跡
（ＪＲ飯田橋駅）
（予定）
コース(予定)：牛込見附跡→東京大神宮→滝沢馬琴硯の井戸跡
→築土神社→田安門→清水門→一ツ橋→錦橋→神田橋→将門
の首塚→大手町川端緑道→御宿神社→北町奉行所跡 約6㎞
解散：ＪＲ東京駅
（予定）
申込み：5月18日
（月）
必着。

小泉八雲
（1850〜1904）
は、
1890年に来日した後、松江・
熊本・神戸・東京（新宿）と居を移しながら日本
の英語教育の最先端で尽力し、欧米に日本文
化を紹介する著書を数多くのこしました。1896
年から富久町に、1902年から亡くなるまでは
大久保に住みました。新宿区内にある八雲ゆか
りの地を訪ねます。
日時：6月27日
（土）
9:00〜12:00
（雨天決行・荒天中止）
集合：新宿歴史博物館
（三栄町22）
コース(予定)：小泉八雲旧居跡→自證院→小
泉八雲終焉の地→小泉八雲記念公園 約4㎞
解散：JR新大久保駅
申込み：6月12日
（金）
必着。

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。

新宿コズミックセンタープラネタリウム

建物内部の特別公開

問合せ Tel 03-3232-7701

東西南北風の吹き抜ける家
芙美子の命日にちなみ、通常は立ち入ることのできない林
芙美子記念館（東京都選定歴史的建造物）の建物内部を特別
公開します。緑の萌える季節、
『 東西南北風の吹き抜ける家』
をこの機会にぜひご鑑賞ください。
芙美子記念館客間
日時：6月28日(日)・29日(月)
10:00／13:00／14:30 各日3回
（各回70分程度）
定員：各回20名
（多数抽選） 料金：300円
申込み：6月12日（金）必着。往復はがきに記載例(下段)のほ
か希望日・希望時間を必ず記入し、新宿歴史博物館
へ。※はがき１枚で2名まで。（同伴者名を必ず記載
Web
してください。）
茶の間から庭を見る
問合せ：新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131

申込先
往信（表）

記入しない

申込者氏名

新宿文化センター

返信（表）
52

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1

申込者住所

〒160-0008 新宿区三栄町22

返信（裏）

円

新宿歴史博物館

申込先名

52

申込先所在地

〒169-0072 新宿区大久保3-1-2

円

新宿コズミックセンター

Web

記載例

（往復はがきの場合）

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：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

ギャラリーオーガード

みるっく 5月 6月 の展示

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

展示中〜5月21日(木）
まで 猫沢八郎
「猫沢八郎百貨展」
5月22日(金) 〜6月25日
（木） デイサービス ハミッツ
「楽筆展」都営地下鉄
大江戸線
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

広告スペース

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

平成27年 5 月 27 日
テーマ

葬儀のこころ
─ 法名と布施 ─

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
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

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]

お 話 浄土真宗住職
2階
会場は15席位、席の予約はお電話で

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-21-1
TEL 0120-556-847 FAX 03-3361-4460
電子メール k-info@koueisha.co.jp

2

レガスパーク
レガスパーク

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

◆午後2時〜3時

歌舞伎町
西武
新宿駅 新宿区役所
新宿西口駅

往信（裏）

マークの付いた講 座は、インター ※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⑦として会員番号を明記して
ネットから申し込み可
ください。

お
葬式勉強会
お葬式勉強会
●●●●●●

ギャラリーオーガード

NHK講師他の英会話/フランス語/スペイン語
50〜70代クラス/小中高クラス/TOEICクラス
1回¥1620〜新宿/池袋教室03(5738)8783WING
英語・日本語教室 080-9985-2622 SMS可
発音、単語、PC使用 直訳→翻訳、会話
小中学生 1回￥1,000 高田馬場駅3分

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。

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

お問い合わせは直接各ご連絡先まで
フランス語圏学生のホストファミリー募集
日本語学習者をホームステイさせて下さい。
6〜9月各月単位。謝礼6万円/4週(朝・夕食付)
語学力不要。エスパスラング東京☎3486-0120
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
初級会話アメリカ人講師と楽しく中高年対象
毎週金曜日、午前中月5000円、初心者O.K.
主に大久保地域センター (中山090-4836-7914
ヨーガで心身の健康を！☎3565-3971 平井
火:主に落二センター /土:高田馬場駅徒歩2分
10時〜12時体験有 pundarieka.comで検索を
書道教室 生徒募集 ☎03-3203-2657
毎週水曜13:00〜 土曜10:00〜12:00月3回〜
戸山ハイツ内検定１級講師32年以上続く教室
月謝 小学生3000円 大人3500円 初心者歓迎

広告掲載申込

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

芸

新 宿 文 化 センタ ー 公 演

術

新宿カウンターカルチャーストーリー

6/14

（日）

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、（下段）
をご覧ください

チケット販売中

Vol.1 新宿西口フォークゲリラ
〜1969年の抵抗〜 区民割引あり

ロック世代が創るスタンダードの新しい風

7/4

（土）

テネシーワルツを新宿で

18:30開演

友

1950〜70年代の新宿には、音楽、映画、演劇、美術など、様々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、創造的なライフス
さまよ
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。
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、当時高校生でフォー
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。※レクチャー＆ミニライブ
（中川五郎）
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）
中川五郎
入場料：全席自由 一般3,000円 【新宿区民割引】2,500円
※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。
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
【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）
佐藤剛
【Web友予約】http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
※主催公演チケット購入方法(下段）
参照 助成：一般財団法人地域創造

「新宿文化 写真展 vol.1」

同時開催

5月13日
（水）〜6月14日（日）
新宿文化センター1F エントランス

さまざまな国の人々が暮らすまち
「新宿」発の多文化交流フェスティバル

国際都市新宿・踊りの祭典2015
出演団体・出店団体募集！
各国の踊り・音楽・料理・文化の紹介などを通じて多文化交流が味わえるイベントです。
開催日時：11月14日
（土）
11:00〜17:00 会場：新宿文化センター（新宿6−14−1）
対象：①大ホール出演：舞踊パフォーマンス
（15団体程度）
民族舞踊や演奏を行う団体および個人
（持ち時間20分程度）
②エントランス出演：舞踊パフォーマンス
（20団体程度）
民族舞踊を行う団体および個人
※大ホール希望団体が多い場合はエントランス出演をお願いする場合がございます。
③ワークショップ：参加型異文化体験交流
（若干数）
来場者も参加できるワークショップを実施する団体および個人
④ブース出展
（出店）
：展示ブース、屋台・出店ブース
（10〜15団体程度）
世界各国の物産品展示、文化・観光情報紹介、代表的料理の販売など
を行う団体および個人。
なお、ケータリング・カー所有の個人、団体を除き、現場での調理行為は一切できません。
※出演場所・時間帯については公募による実行委員が決定します。※選考結果については7月下旬
頃にお知らせ予定です。なお選考理由についてのお問い合わせには一切お答えできません。
申込み：6月30日（火）必着。参加申込書（新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）に必
要事項を記入のうえ、新宿文化センターへ直接お持ちいただくか、郵送またはFax 03Web
3350-4839でお申し込みください。①②ステージ出演希望団体は必ず映像資料（DVD※
要ファイナライズ）
を提出してください。

新宿ミュージカル講座
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？

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

キ ラ トモ ヒコ

ているギタリストです。吉良 知 彦はプログレッ
シヴ・ロックバンドZABADAKで30年演奏活動
を行い、根強い人気を集めています。ロック世
代ふたりが創る、懐かしいスタンダードナンバー
を、美しいギターの音色でお聴きください。
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）
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 ※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友予約】http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
【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
小峰公子
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
「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
曲目：

※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：×××××］
⇒②③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］

チケット販売中

新宿エイサーまつり2015協力公演

7/25（土） 第10回 沖縄音楽フ
楽フェスティバル

16:00開演

沖縄を代表するアーティストによる夢の共演！
！

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。
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）
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友予約】http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
【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 区民割引あり
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
Web 割引あり
【プレイガイド】
チケットぴあ Tel 0570-02-9999 （Pコード：257-877）
友

ローソンチケット Tel 0570-084-003 （Ｌコード38972）
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
（下段）
参照
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。
連携：新宿エイサーまつり大会委員会

Web

石嶺聡子

うないぐみ

ＨＹ

琉神

新 宿 区 生 涯 学 習 フェ ス テ ィ バ ル 2 0 1 5
文 化・芸 術・生 涯 学 習 区 民の文 化 祭

音楽・コーラスのつどい

出演団体募集！

日ごろの音楽活動の成果を、文化センター大ホールで発表してみませんか。
聴いて・歌って・演奏して、心豊かな 音楽の秋 に！
新宿区共催
日時：9月22日
（火休）
12:00〜17:00
（予定）
対象：次の要件に該当する団体を優先
① 区内在住・在勤者で構成されるアマチュアのコーラス・楽器演奏団体
② 1年以上継続して定期的に区内で活動している5名以上の団体
定員：30団体程度
（多数抽選） 会場：新宿文化センター 大ホール 協力：新宿区合唱連盟
申込み：6月19日（金）必着。所定の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送またはFax 03-33504839で新宿文化センターへ。各生涯学習館でも受け付けます。（申込書は新宿文化センター、新
宿コズミックセンター、各生涯学習館で配布、新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可）
出演が決定した団体は、事前打合せ会の出席が必要です。
※出席できない場合は出演を取り消す場合があります。

毎月二回のお楽しみ！
！

落語in和室

新宿文化センター
日時：
（毎月第3金曜日）
5月15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

大久保スポーツプラザ
春風亭吉好
（5月15日出演） 橘ノ圓満
（6月1日出演）

入場料：各回４００円 お得な回数券もあります
申込み：当日直接ご来場ください。
協力：公益社団法人落語芸術協会

●Web友予約
このマークが付いている公演は、財団ウェブサイト
「新宿文化センター 友の会」からお申し込みいた
友 内の
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、
Web

●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）

友

キ ド ナ ツキ

鬼怒無月はジャズ、ロックを究めて活動を続け

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）
（大人も可） 45名
（先着順）
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
参加料：40,500円
（前後期2回に分けて徴収） ※参加料は返金できません。
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。

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

区民割引あり
Web 割引あり

キドキラ
（鬼怒無月＆吉良知彦）
コンサート

Web

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

チケット販売中

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」
への事前登録が必要です。
⇒http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
webtomo/

お支払い方法
■電話予約の場合
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

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。

新宿文化センター Tel 03-3350-1141

日時：
（毎月第1月曜日）
6月1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

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。

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/ 「新宿文化センター」
で検索
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芸

新 宿 文 化 センタ ー 公 演

術

8/12（水）
19:00開演

5／5
（火祝）
11:00〜
Web友先行予約！

人生を楽しく過ごしたい貴方、答えはオペレッタのなかにある！ 新宿オペレッタ劇場は

新宿オペレッタ劇場21

新宿オペレッタ劇場は迎えて21回目、心機一転、誕生の地に帰ってきました。
誰もが楽しめる、肩の凝らない楽しいクラシック音楽、それがオペレッタ。子どもたちもお洒落してやっ
てくる、オールドファンも手拍子足拍子。
名曲秘曲の数々をコンサート形式でどうぞお楽しみください！
時間：19:00開演(開場18:30) 会場：新宿文化センター 小ホール
出演：赤星啓子(ソプラノ)、醍醐園佳(ソプラノ)、中野瑠璃子(ソプラノ)、佐藤一昭(テノール)、
水船桂太郎(テノール)、北村哲朗(バリトン)、児玉ゆかり(ピアノ)
曲目：カールマン
「チャールダーシュの女王」
、
「モンマルトルのすみれ」
、リンケ
「インドラの国で」
、
「王女ロジーネ」
、ファル
「イスタンブールのバラ」
他 より アリア・重唱
入場料：全席指定 一般3,500円 【新宿区民割引＆Web友割引】3,000円 ※未就学児入場不可
購入：
【Web友先行予約】5月5日
（火祝）
11:00〜
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
【窓口販売】5月8日
（金）
9:00〜新宿文化センター、新宿コズミックスポーツセンター
9:30〜新宿歴史博物館
【電話予約】5月9日
（土）
9:00〜
※主催公演チケット購入方法(3面）
参照

森山開次
ダンスワークショップ

8/15（土）・ 16（日）
13:30開始

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、（3面）
をご覧ください

区民割引あり

14:00開始

会場：新宿文化センター 小ホール
A.子ども向け ※経験不問
日時：8月15日
（土）
13:30〜15:30
対象：小学3年〜6年生30名
料金：一般2,500円 【新宿区民割引】2,300円 【保護者同伴見学料】1,000円
B.おとな向け ※経験不問
（日）
14:00〜16:00
日時：8月16日
対象：高校生以上60歳以下30名
料金：一般3,000円 【新宿区民割引】
2,800円 【見学料】
1,000円
※見学はA・Bともに定員20名
※会場は鏡なしリノリューム床です。
申込み：7月15日(水)必着。新宿文化センターウェブサイト内の
専用申込フォームからお申し込みください。
Web
※『ダンス歴無し』の方もお申込み可能です。
※18歳未満は、保護者の同意の上お申し込みください。

2001年10月19日
新宿文化センター小ホールで
始まりました!!

赤星啓子

佐藤一昭

区民割引あり

醍醐園佳

水船桂太郎

8/22（土）・ 23（日）
18:00開演

新宿文化センター単独招聘

ザルツブルク・
トイハウス劇場

11:00開演
15:00開演

北村哲朗

区民割引あり
FEED&BLEED
（おとな向け）

入場料：①一般2,500円、【新宿区民割引】2,000円 ※未就学児不可
Hin und Her
②一般1,500円、小学生以下500円 対象：1歳6カ月以上
（子ども向け）
※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。
【Web友先行予約】5月5日(火祝)10:00〜 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
購入：
5月8日(金)9:00〜 新宿文化センター、新宿コズミックセンター
Web 【窓口販売】
友
9:30〜 新宿歴史博物館
【電話予約】5月9日(土)9:00〜 新宿文化センター Tel 03-3350-1141
協力：オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム

PHOTO:Maiko MIYAGAWA

9/13（日）
16:00開演

スュザンヌ・ヴァラドン 生誕 150 年

2015

4 .1 8 sat - 6 . 2 8 sun

スュザンヌ・ヴァラドン《窓辺のジェルメーヌ・ユッテル》
1926年 油彩、キャンヴァス 80.8 65 ㎝ 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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松田幸一・LIVE IN 新宿
〜ようこそハモニカトピアへ〜

無料

フランスの由緒ある工房、アルフレッド・ケルン社によるカヴァ
イエ・コル型大オルガンの響きを存分にお楽しみください。
日時：5月25日
（月）
12:15開演
（12:00開場） 会場：大ホール
出演：小島弥寧子
（パイプオルガン） 申込み：当日直接ご来場ください。
曲目：F.コレア・デ・アラウホ『第７旋法による2声のソプラノのためのティエ
ント』、C.フランク『コラール第3番』、柿沼唯『華』〜築地本願寺親鸞聖人
750回大遠忌記念委嘱作品 ほか ※4歳未満入場不可
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

新宿コズ ミックセンター ロビーコンサート

あなたも大ホールの舞台に！

新宿文化センター第九合唱団員募集

ケルン・オルガンで巡る世界の街歩き
広告のお問い合わせは︑ 直接各ご連絡先まで︒

ユトリロとヴァラドン〜母と子の物語〜

ミスター・ブルースハープ登場！
ブルースハープの魔術師がお届けする圧倒的ライブ

5／9
（土）
12:00〜
Web友先行予約！

日本における10ホールズハーモニカ奏者のパイ
オニアであり、プロ・ハーピストの中でも傑出し
たキャリアと実力を誇る松田幸一のヒーリング・
ライブ。大瀧詠一、高田渡、はっぴいえんど、オ
リジナル・ラブ、ゴンチチ、荒井由実、中島みゆ
き、高橋幸宏、堀内孝雄、太田裕美、福山雅治、
山本耀司…セッションしたトップ・アーティストた
ちが絶賛する驚愕のテクニックは必聴です。
時間：16:00開演
（15:30開場）
会場：新宿文化センター 小ホール
出演：松田幸一
（ブルースハープ）
、有田純弘
（ギター、バンジョー）
、古橋一晃
（ギター）
、橋本歩
（チェロ）
入場料：全席指定 一般4,000円 【新宿区民割引】3,500円 ※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。
購入：
【Web友先行予約】5月9日(土)12:00〜 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
5月16日(土)9:00〜 新宿文化センター
Web 【窓口販売】
友
5月17日(日)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】5月17日(日)9:00〜 新宿文化センター Tel 03-3350-1141
※主催公演チケット購入方法(3面）
参照
区民割引あり

新 宿 文 化 セ ン タ ー ランチタイムコンサート

損保ジャパン日本興亜

児玉ゆかり

驚異的な身体能力と独
自の作品世界に定評が
あるコンテンポラリーダ
ンサー、森山開次による
ダンスワークショップ。
自身の振付・出演による
ダンス作品の発表を国
内 外 で 続 け る ほ か、
NHK教育「からだであそ
ぼ」等の子ども向け番組
でもレギュラーを務 め
る。からだを動かす事を
楽しむどなたでも参加で
きるワークショップ。

子ども向け
1日2回公演！

オーストリア共和国ザルツブルク
市のトイハウス劇場が、2作品の公演を開催します。
ヨーロッパ圏内で数々の賞を受賞しているトイハウ
ス劇場は、2009年東京国際フォーラムで行われた
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」でも高い評
価を得ています。今回はコンテンポラリーダンサー
2名による一般向けプログラムと音楽とパントマイ
ムによる子ども向けのプログラムを披露します。
（土）18:00開演
（17:30開場）
時間：①おとな向け「FEED&BLEED」8月22日
②子ども向け「Hin und Her」 8月23日
（日）11:00開演
（10:30開場）
（邦題 あっちこっち ）
15:00開演
（14:30開場）
※2回公演
会場：新宿文化センター 小ホール

友

中野瑠璃子

PHOTO:Sadato ISHIZUKA

5／5
（火祝）
10:00〜
Web友先行予約！

Web 割引あり

無料

オトナのさわやかコンサート
５月の爽やかなひと時を、親しみのある曲とともに楽しむコンサートです。
日時：5月20日(水) 時間：12:00〜13:00 会場：新宿コズミッ
クセンター1階ロビー 出演：鴇羽（ギター＆ボーカル） 曲目：ハナミズキ、涙
そうそう、The water is wide ほか、読み語り・オリジナル曲など。申込み：
当日直接ご来場ください。 問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

今後の活躍が期待される指揮者チョン・ミンと一流のソリスト・オーケストラと
ともに、第九に出演します。合唱が初めての方のご参加もお待ちしております。
日時：7月8日
（水）
から毎週水曜日または金曜日
（全30回程度）
18:30〜21:00
※練習の進捗状況によって、ほかの曜日に練習を行う場合があります。
会場：新宿文化センター 小ホール 講師：山神健志
対象：7割以上練習に参加できる方 定員：200名程度(各パート先着順)
料金：新宿区民の方：12,000円 新宿区外の方：18,000円
※楽譜･チケット代などを除く
申込み：定員に達し次第締め切り。新宿未来創造財団ウェブサイト内専用申
込フォーム、または新宿文化センターで配布中の参加申込書に必要
Web
事項を記入し、新宿文化センターまで郵送または持参。
公演日：12月5日
（土） 会場：新宿文化センター 大ホール
指揮：チョン・ミン
独唱：日比野幸
（S）
、竹本節子
（A)、小原啓桜
（T）
、福島明也
（Br）
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

新宿コズミックセンター11日
（月）
〜13日
（水） ※プール・弓道場11日
（月）
〜15日
（金） ／大久保スポーツプラザ18日
（月） ／新宿文化センター12日
（火） ／新宿歴史博物館11日
（月）
･25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7日
（木）
･11日
（月）
･18日
（月）
･25日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉11日
（月）〈戸山･北新宿〉25日
（月）

（
（5月休館日のお知らせ）
）

