発行：公益財団法人新宿未来創造財団

Tel 03-3232-7701
（代表）

〒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
平成27年6月5日 第106号

第10回

新 宿エイサーまつり2015協力公演

沖縄音楽
フェスティバル
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次号は6月20日発行です。

su
a
g
.re
w
w
w

沖縄を代表するアーティストによる夢の共演！
！
チケット販売中

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ください。
区民割引あり
時間：16:00開演
（15:30開場） 会場：新宿文化センター 大ホール
（新宿6-14-1）
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）
Web 割引あり
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
友
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
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
【プレイガイド】
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）
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
（3面）
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、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 共催：新宿区
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

琉神

うないぐみ

古謝美佐子
比屋根幸乃

石嶺聡子

新宿歴史博物館 協働企画展
予告「漱石・八雲」展
「作家50人の直筆原稿」展

2面

新宿区生涯学習フェスティバル2015
作品募集

3面

フレッシュ名曲コンサート
スペイン音楽の祭典

4面

宮里奈美子

6月13日
（土）
12:00～
Web友先行予約！

流れる街

1970年代の主役、『団塊の世代』。この世代とともに忘れられない音楽として
フォークソングがあります。日本のフォークソングは、アメリカのフォークブー
ムから飛び火をし、キャンパスフォーク、プロテストソング、アングラフォーク、
メッセージソング、四畳半フォークといった様々な呼び方を経て多様化し、
独自の音楽シーンを確立しました。このコンサートは、フォー
クソングを懐かしいものとして捉えるだけではありません。
歌を聴き歌って、団塊の世代の人たちには若き日のパワー
を奮い起こしていただき、これからの時代の中心となる若
者たちには、
「時代、世代」
を越えたメッセージを贈ります。

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

「相続対策」 知っ得情報
セミナー開催のご案内

6 月24日(水)18：00～19：30
『相続税、いくら払うの？』
7月14日(火)14：00～15：30
『私はいくらもらえるの！
？』
(遺族年金)
8月24日(月)18：00～19：30
『生前贈与の落とし穴』
【詳細】
●会費 無料
●申込 TEL、
FAX、
ﾒｰﾙにてお申込みください。
●会場 税理士法人Ｔ’
ｓ会計セミナールーム

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/

新宿文化センター

島袋恵美子

10/10（土） フォークソングが
16:00開演

ム株式会社 営業本部 第二課
C o nt e nt s
高橋 沙門様

HY

Web

第九合唱団員募集中！

なぎら健壱

中川五郎

紙ふうせん

時間：16:00開演（15:30開場）
大塚まさじ
山崎ハコ
小野一穂
会場：新宿文化センター 大ホール 友川カズキ
出演：なぎら健壱、中川五郎、紙ふうせん、友川カズキ、大塚まさじ、山崎ハコ、小野一穂
入場料：S席4,000円 A席3,000円
（2階席のみ）
【新宿区民割引】S席3,500円 コンサートS席&講演セット券5,000円
※セット券、車椅子席は新宿文化センターへお電話でお申し込みください。※未就学児入場不可
購入：
【Web先行予約】6月13日(土）
12:00～
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
Web
友
（土）
【窓口販売】6月14日(日）
9:00～新宿文化センター
～新宿 カウンターカルチャー
6月15日(月)9:00～新宿コズミックセ
16:00開演
区民割引あり
ストーリー特別編～
ンター 9:30～新宿歴史博物館
【電話予約】6月15日(月)9:00～
日 本 のフォークソングを黎 明 期 から現 在まで、
Tel 03-3350-1141
フォークソングの生き字引『なぎら健壱』を講師に
【プレイガイド】6月14日(日）
10:00～
迎え、たっぷりと私的にレクチャーします。
チケットぴあ http://pia.jp/(講演Pコード：259時間：16:00開演
（15:30開場）
307、コンサートPコード：259-308）
会場：新宿文化センター
イープラス http://eplus.jp(PC･携帯共通)
参加で、
レクチャー は
小ホール
※主催公演チケット購入方法(3面）
参照
コンサート ♪
なる
もっと楽しく
講師：なぎら健壱
助成：
（一財）
地域創造
協力：全労済ホール／スペース・ゼロ
入場料：全席自由 一般3,000円
Sharing 〜シェアリング〜2015in新宿
【新宿区民割引】2,500円
（公財）
江東区文化コミュニティ財団／ティアラこうとう
江東フォークフェスティバル
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

9/12

フォーク大集会

「高田渡写真展」9月9日〜10月12日

同時開催

新宿文化センター1F エントランス（無料）

本番：12月5日
（土） 指揮：チョン・ミン 合唱指導：山神健志
詳しくは新宿文化センターウェブサイト http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

1

歴

史

予告

問合せ 新宿歴史博物館
（三栄町22） Tel 03-3359-2131
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

記念講演会

新宿歴史博物館 協働企画展

記念講演会1

熊本と新宿をつなぐ作家

小泉八雲を現代に活かす

漱石・八雲

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の人生や小
泉家に伝わるエピソード、今世界で見直され
ている八雲のオープンマインドなどについて、
国内外で精力的な活動を行っている講師が語
ります。
日時：7月26日
（日）
14:00～16:00
小泉凡
会場：新宿歴史博物館 2階講堂
講師：小泉凡
（島根県立大学短期大学部教授・小泉八雲曾孫）
定員：100名
（多数抽選）
料金：500円
（協働企画展招待券付き）
申込み：7月10日
（金）
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。

新宿ゆかりの作家、夏目漱石と小泉八雲。時期は異なりますが、熊本で数年を過ごし、新宿でその生涯を終えました。二人が
人生の重要な時期を過ごした熊本時代に焦点を当て、円熟した新宿時代の原点を探ります。

7月19日（日）～8月30日（日）

休館日：7月27日
（月）
、8月10日
（月）
・24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
主催：新宿区・公益財団法人新宿未来創造財団 新宿区立新宿歴史博物館・熊本県・熊本近代文学館
共催：新宿区教育委員会 後援：熊本市・阿蘇市・玉名市

関連イベント

熊本の文楽がやってきます！

清和文楽「雪おんな」

無料

人形浄瑠璃「文楽」は、太夫・三味線・人形が一体となった日本を代表する伝統
芸能のひとつです。清和文楽は江戸時代末期から約１６０年間、熊本県の旧清和
村（現山都町）の農家の人々が伝承してきた人形芝居で、熊本県重要無形文化
財に指定されています。大人も子どもも楽しめます。
演目：
「雪おんな」
（原作：小泉八雲・脚本：半藤一利）
日時：7月20日
（月・祝） 午前の回：11:00～12:00 午後の回：14:00～15:00
※
「雪おんな」
の上演は45分程度、その後人形と撮影タイムがあります。
会場：新宿歴史博物館 2階講堂 定員：各50名
（多数抽選）
主催：熊本県・公益財団法人熊本県立劇場
申込み：7月4日
（土）
必着。往復はがきに記載例
（下段）
のほか、希望回と
Web
同伴者
（2名まで）
の氏名・年齢を記入し、新宿歴史博物館へ。

歴史・文化探訪

小泉八雲ゆかりの地を訪ねて

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
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：6月12日
（金）
必着。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。

文学講座

漱石と八雲

協働企画展
「熊本と新宿をつなぐ作家 漱石・八雲」
の開催に先立ち、文学講座を実施します。
夏目漱石と小泉八雲を比較することで見えてくるものとは。
No. 日にち
内容
講師
① 7月5日
（日）二人の生い立ちをめぐって 池田雅之
② 7月12日（日）二人の外国体験をめぐって （早稲田大学教授・同国際言語文化研究所所長）
③ 7月19日（日）二人の文学世界をめぐって 池田雅之
（同上）
・朗読：原良枝
（フリーアナウンサー）

池田雅之

時間：14:00～16:00 会場：新宿歴史博物館 ２階講堂 定員：６０名
（多数抽選） 料金：全１，
５００円
（単回受講不可）
申込み：6月20日
（土）
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

新宿歴史博物館 協働企画展
田辺茂一

！
好評開催中

生誕110年

作家50人の直筆原稿

『風景』は、来店者に無料で配布する雑誌として、紀伊國屋書店創業者の田辺茂一が考案し、舟橋聖一を中心とするキアラの会が編
集し発行した雑誌です。小冊子でありながら文芸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。
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』
に寄稿した川端康成、三島由紀夫、大江
健三郎、松本清張、宇野千代など、時代を代表する作家50人の直筆原稿を展示し、誌面からはうかがい知れない作家の息遣い
や創作の軌跡を感じていただきます。

雑誌『風景』
より 開催中〜7月5日［日］
（新宿歴史博物館

地下1階企画展示室）
（入館は17:00まで） 休館日：6月8日
（月）
・22日
（月）
時間：9:30～17:30
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

文化講演会 クレオパトラとエジプトの王妃展 関連講演

無料

遺跡に見る古代エジプトの女王・王妃たち～発掘調査の現場から～

7月11日（土）～9月23日（水・祝）
、東京国立博物館平成館にて開催される「クレオパトラとエジプ
トの王妃展」
にあわせ、見どころを紹介する関連文化講演会を開催します。
日時：6月20日
（土）
14:00～15:45 会場：新宿歴史博物館 2階講堂
講師：近藤二郎
（早稲田大学文学学術院教授 同大学エジプト学研究所所長）
定員：120名
（多数抽選） 共催：NHK
申込み：6月11日（木）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枚につき1名のみ応募可）
。
《クレオパトラ》 プトレマイオス朝時代（前 1 世紀前半）トリノ・エジプ
Oh! レガス 2015.06.05号
ト博物館蔵

ⓒArchivio Soprintendenza per i Beni Archeologici

公営社̲AD del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
（w96×h76㎜）
広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

ギャラリートーク
担 当 学 芸 員による展 示 解 説を行 います。
日時：毎 週 土 曜日13: 00～13: 30
会 場：地 下 1階 企 画 展 示 室
申 込 み：直 接ご 来 場ください 。
展 覧 会 観 覧 券または半 券 が 必 要

最近の埋葬事情
永代供養墓・樹木葬

新宿歴史博物館

〒160-0008 新宿区三栄町22
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

新宿文化センター

Web

マークの付いた講座は、イン
ターネットから申し込み可

※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。

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

往信（表）

（往復はがきの場合）

返信（裏）

返信（表）
申込者住所

記入しない

申込者氏名

52

円

〒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

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

都営地下鉄
大江戸線

〒169-0072 新宿区大久保3-1-2
http:// www.regasu-shinjuku.or.jp/

申込先所在地

会場は15席位、席の予約はお電話で

靖 国 通 り

記載例

申込先名

2

新宿西口駅

申込先
新宿コズミックセンター
（地域交流課、子ども支援課、
スポーツ課）

円

��ある��

�し�は

歌舞伎町
西武
新宿駅 新宿区役所

展示中〜6月25日
（木） デイサービス ハミッツ
「楽筆展」
6月26日
（金）〜7月23日
（木） 真彫会
「鎌倉彫･版画」
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

52

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。

ギャラリーオーガード

みるっく 6月 7月 の展示

平成27年 ６ 月 30 日
（火）午後２時〜３時

無料

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
（ただし展覧会観覧券または半券が必要）
料金：無料

ギャラリーオーガード

お葬式
勉●
強●
会
お葬●
式●
●●●
●●

話題

れきはくカフェ

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

新宿未来創造財団ウェブサイト http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ 「レガス新宿」
で検索

お知らせ
新 宿 区 生 涯 学 習 フェ ス テ ィ バ ル 2 0 1 5

『短歌展』『俳句展』『川柳展』作品募集!!

日ごろ感じていること、考えていること、新宿に関することなど、いずれもテーマは自由です。優
秀な作品には表彰もあります。みなさまの個性あふれる作品をお待ちしています。
受賞作品の展示期間：11月9日(月) ～11月15日(日)9:00～21:30 ※10日(火)は休館日、最終日
は15:00まで。会場：新宿文化センター 1階ロビー（新宿6-14-1）
対象・募集内容：区内在住・在勤・在学の方および各生涯学習館など区内で活動しているアマチュ
アの方、短歌・俳句・川柳の自作・未発表作品、自由題、1人2首（句）まで（複数部門応募可）
。
※作品にふりがなが必要な場合は必ず記入してください。その他：部門ごとに表彰もあります。また、
全応募作品を
「作品集」
にまとめ、11月9日
（月）
から新宿文化センターで配布します。
申込み：9月11日（金）必着。所定の申込書もしくははがきに、
「短歌」
「俳句」
「川柳」の別を明記の
うえ、作品と住所、氏名・年齢、電話番号を記入し、新宿文化センターへ。各生涯学習館窓口でも
受け付けます。

文 化・芸 術・生 涯 学 習 区 民の文 化 祭

新宿区共催

『絵画展』作品募集!!

油彩画、水彩画、パステル画、日本画、水墨画、版画などの作品を募集します。優秀な作品には
表彰もあります。みなさまの作品で新宿の秋を彩ってみませんか！
展示期間：9月16日
（水）～9月20日
（日） 10:00～18:00 ※最終日は14:00まで 会場：新宿文
化センター 地下1階展示室（新宿6-14-1） 対象：区内在住・在勤・在学の方および区内施設で活
動しているアマチュアの方（専門家をのぞく） 募集内容：油彩画、水彩画、パステル画、日本画、
水墨画、版画など自作・未発表の作品、1人1点のみ。作品サイズは20号
（長辺72.7cm以内）
まで。
額縁または仮縁に入れて、壁に展示できるよう紐を付けてください。※ガラス不可、アクリル可
協力：新宿区美術学習グループ連合会 作品搬入：9月13日
（日）の13:00～17:00に直接、新宿文
化センター地下1階展示室へ。※作品の梱包材の預かりおよび車での搬入も可能です。事前にご予
約ください。申込み：8月17日（月）必着。所定の申込書に返信用のはがき（おもてに住所・氏名を
記入、うらは無地のまま）
を添え、新宿文化センターへ。各生涯学習館窓口でも受け付けます。

募集要項・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。
今年度より申し込み先が新宿文化センターになります
（各生涯学習館窓口でも受け付けます。） 問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

新宿区友好都市交流プログラム

2泊3日 信州伊那市交流体験

新宿区友好都市である長野県伊那市の農家に宿泊し、都会では味わえない生活体験プログラムを
通して地元の方々との交流を深めます。「伊那まつり」
にも参加し、伊那の“夏”
を堪能できます。
日時：7月31日
（金）
7：30集合〜8月2日
（日）
17:00頃解散
※集合・解散＝新宿コズミックセンター
宿泊先：1泊目＝伊那市西箕輪地区の農家 2泊目＝ゼロ磁場の宿
「入野谷」
定員：40名
（多数抽選）
他のご家族と同じ農家での宿泊となる可能性もあります。
対象：①新宿区内で活動している文化団体・スポーツ団体
②今後の伊那市交流事業に積極的にご協力頂ける区内在住・在学・在勤の方
料金：大人16,000円、子ども
（小学生以下）
12,000円
※小学生未満は3,000円
（要保護者同伴）
2朝食、3昼食、1夕食 付
申込み：7月9日（木）必着。はがきまたはＦＡＸにて記載例（2面）のほか、団体名（団体の場合。全員
分の情報を記入。）
を記入し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121 Fax 03-3209-1833

落語in和室

年4回の
大好評寄席

日時：6月28日
（日）
開場13:00 開演13:30
会場：大久保スポーツプラザ 3階和室
（大久保3-7-42）
出演：立川談修
（立川流・真打）
定員：60名 料金：600円
※
「落語in和室」
通常公演の回数券を利用される場合は、差額200円を現金で
お支払いください。
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
毎月二回のお楽しみ！
！

落語in和室

笑福亭和光
（6月19日出演） 神田松之丞
（7月6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

新宿コズミックセンタープラネタリウム

「夏」

新宿文化センター

日時：
（毎月第3金曜日）
6月19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

日時：
（毎月第1月曜日）
7月6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

問合せ Tel 03-3232-7701

夏番組

いのちの星・地球と夏の星空

新 宿コズ ミック セ ンタ ー ロビ ーコ ン サ ート

私たちの住む星「地球」では、どのように生命が誕生したのでしょうか。その謎に迫る番組と、古く
お とぎぞう し

あめわかひこものがたり

から伝わる物語集
「御伽草子」
の中から、
「天稚彦物語」
のお話を投影します。
投影日：6月13日
（土）
・21日
（日）
・27日
（土）
、7月11日
（土）
・19日
（日）
・20日
（月・祝）
・25日
（土）
・
26日（日）
、8月1日（土）
・2日（日）
・7日（金）
・8日（土）
・9日（日）
・13日（木）
・14日（金）
・
15日
（土）
・16日
（日）
・21日
（金）
・22日
（土）
・23日
（日）
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分前から
定員：150名
（各回先着順・全席自由) 料金：300円(中学生以下無料)
申込み：各投影開始の30分前から8階受付にて観覧券を販売

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

●電話予約

●Web友予約

財団
Web このマークが付いている公演は、

友 ウェブサイト内の「新宿文化センター
友の会」
からお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、インターネット予約のこ

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）
〈各種プレイガイド〉

※お取り扱いのない公演もあります

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］

広告スペース

さわやかフレンドリー♪コンサート
ヴァイオリン＆ピアノで爽やかな演奏をお届けします。
日時：6月14日(日)12:00～13:00
会場：新宿コズミックセンター 1階ロビー
出演：SHIZEN 鈴木里奈 ＆ Ben Haworth
曲目：
“I Got Rhythm”
（ガーシュイン）
、情熱大陸
（葉加瀬太郎）
、
（オリジナル）
など
Bossa Breeze
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

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。
※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

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

Web
友

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。
（手数料別途）
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。
（手数料別途）

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。

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
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

無料

新しい「新宿文化センター友の会」が
始まります！

これまで親しんでいただいた「新宿文
化センター Web友」が8月に変わり
ます。新しい「友の会」は、新宿文化
センターをさらに身近に感じていた
だき、 新宿文化センターのサポー
ターになっていただくためのもので
す。これまでの先行発売や割引のほ
かにも数々の特典がつきます。どう
ぞお楽しみに！
※現在の「Web友」は、サービス期間の
終了に伴い「チケットWeb会員」に移行
いたします。 入会金・年会費無料。 一
般販売前日の先行販売はありますが、チ
ケット割引はなくなります。現行のWeb
友会員には新制度への移行方法など後
日あらためてお知らせいたします。

問合せ：新宿文化センター
Tel 03-3350-1141

お問い合わせは直接各ご連絡先まで
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

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]

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

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

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

新宿健康麻雀クラブ 男・女 会員募集
土･日･祝日12時～18時30分1日1,000円
全自動卓JR新宿西口歩3分 090-6546-9286 佐藤

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

女性のための不動産研修会5357-7548要予約
6/13土曜pm1:00女性講師による不動産購入塾
物件見極め方判断仕方（飯田橋）飲物付¥500

3

芸

新 宿 文 化 センタ ー 公 演

術

9/5（土） フレッシュ名曲コンサート

6月21日
（日）
12:00～
Web友先行予約！

新宿文化センターダンス・プロジェクト2015

スペイン音楽の祭典

16:00開演

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1） Tel 03-3350-1141
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

■ 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

〈演奏会形式字幕なし〉

～フラメンコ＆カルメン・ハイライト～

小松原庸子スペイン舞踊団と東京フィルハーモニー交響楽団の豪華共演でお届けするコンサートです。日本を代表
する歌手による
「カルメン」
抜粋も予定。フラメンコ好きな方々からオペラファンまで、幅広くお楽しみいただけます。
時間：16:00開演(開場15:30) 会場：新宿文化センター 大ホール
出演：指揮：円光寺雅彦 フラメンコ：小松原庸子スペイン舞踊団 声楽：カルメン/相田麻純、ドン・ホセ/笛田博
昭、エスカミーリョ/与那城敬、フラスキータ/菊地美奈、メルセデス/小林由佳
オーケストラ：東京フィルハーモニー交響楽団
曲目：ファリャ・バレエ組曲
「三角帽子」
第2組曲より、ビゼー・歌劇
「カルメン」
より抜粋ほか
入場料：全席指定 S席5,000円 A席4,000円 【新宿区民割引】S席4,500円 A席3,500円
購入：
【Web友先行予約】6月21日
（日）
12:00～ http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
【窓口販売】6月25日(木)9:00～新宿文化センター、6月26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】6月26日
（金）
9:00～新宿文化センター Tel 03-3350-1141
【プレイガイド】6月27日
（土）
10:00〜チケットぴあ Tel 0570-02-9999 http://pia.jp/(Pコード：265-026）
  イープラス http://eplus.jp/
（PC・携帯共通）
※主催公演チケット購入方法
（3面）
参照 ※未就学児入場不可
円光寺雅彦
共催：(公財)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

チケット販売中

新宿カウンターカルチャーストーリー

6/14（日）

Vol.1 新宿西口フォークゲリラ
区民割引あり
～1969年の抵抗～

16:00開演

1950～70年代の新宿には、音楽、映画、演劇、美術など、様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。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）
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】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
中川五郎
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 【窓口販売】
友 【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）
※主催公演チケット購入方法(3面）
参照 助成：一般財団法人地域創造
さ ま よ

（日）
「新宿文化 写真展 vol.1」 〜6月14日
新宿文化センター1F エントランス

同時開催

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！

佐藤剛

チケット販売中

新宿オペレッタ劇場21

8/12（水）
19:00開演

区民割引あり

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」
ほか より アリア・重唱
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
購入：
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
【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 割引あり
友
※主催公演チケット購入方法(3面）
参照

8/22（土）・
18:00開演

ザルツブルク・
トイハウス劇場
新宿文化センター
ダンス・プロジェクト2015

11:00開演
15:00開演

子ども向け1日2回公演！

ヨーロッパ圏内で数々の賞を受賞しているオーストリア共和国ザルツブルク市のトイハウス劇場。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。
時間：①おとな向け「FEED&BLEED」8月22日
（土）18:00開演
（17:30開場）
区民割引あり
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
  
入場料：①一般2,500円 【新宿区民割引】2,000円 ※未就学児不可
②一般1,500円、小学生以下500円 ※1歳6カ月以上
※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。
Oh! レガス 2015.6.05号
購入：
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
Web
損保ジャパン̲AD
友
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
w48×h76㎜） 【窓口販売】
協力：オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム

7/4（土）

損保ジャパン日本興亜
スュザンヌ・ヴァラドン 生 誕 150 年

2015

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

スュザンヌ・ヴァラドン《コルト通り12番地、モンマルトル》
1919 年 油彩、キャンヴァス 92 73 ㎝ 個人蔵
●月曜定休
●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/

4

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〜

18:30開演

18:30開演

菊地美奈

キドキラ
（鬼怒無月＆吉良知彦）
コンサート

Web
友

小林由佳

チケット販売中
区民割引あり
Web 割引あり
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ているギ
キ ラ トモヒコ

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：
【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
【電話予約】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
小峰公子
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

申込み受付中

8/15（土）・ 16（日）
13:30開始

14:00開始

森山開次
ダンスワークショップ
新宿文化センター
ダンス・プロジェクト2015

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
プです。
PHOTO : Sadato ISHIZUKA
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：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 日時：8月16日
（日）
14:00～16:00 対象：高校生〜60歳30名
料金：3,000円 【新宿区民割引】2,800円 【見学料】1,000円
区民割引あり Web
※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。
※『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。

9/13（日）
16:00開演

ミスター・ブルースハープ登場！
ハーモニカの魔術師がお届けする圧倒的ライブ

チケット販売中

松田幸一・LIVE IN 新宿
〜ようこそハモニカトピアへ〜

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。セッションした多くのトップ・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
（ハーモニカ）
、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
※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】新宿文化センター Tel 03-3350-1141
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
Web 【窓口販売】
友
※主催公演チケット購入方法(3面）
参照 ※未就学児入場不可

フジコ･ヘミング
&N響の仲間たち

与那城敬

テネシーワルツを新宿で

チケット販売中

10/19（月）

笛田博昭

ⓒTaikan Usui

ロック世代が創るスタンダードの新しい風

チケット販売中

23（日）

相田麻純

区民割引あり

時間：18:30開演(開場17:45)
会場：新宿文化センター 大ホール
出演：フジコ･ヘミング
マリオ･コシック(指揮)
NHK交響楽団メンバー
入場料：全席指定 S席8,500円
A席6,000円 B席4,000円
購入：
【窓口販売】新宿文化センター
【プレイガイド】
サンライズオンライン http://sunrisetokyo.com/(PC･携帯)
チケットぴあ Tel 0570-02-9999 http://pia.jp/(PC･携帯)Pコード261-591
イープラス http://eplus.jp/(PC･携帯)
ローソンチケット Tel 0570-000-407 http://l-tike.com/(PC･携帯)Lコード32124
※主催公演チケット購入方法
（3面）
参照 ※未就学児入場不可
共同主催：BSフジ、サンライズプロモーション東京 企画･制作：D.N.A、サンライズ
プロモーション東京 問合せ：サンライズプロモーション東京 Tel 0570-00-3337

新宿区合唱連盟 来週開催！
無料
創立35周年記念合唱祭

初夏にうたおう

今年で35回目を迎える本イベント。
新宿区合唱連盟加盟の46団体がバラ
エティに富んだ歌とパフォーマンスを
披露します。どうぞご期待ください。
日時：6月13日（土）開演11:00(開場10:30)
会場：新宿文化センター 大ホール
主催：新宿区合唱連盟

新宿区民総合体育大会

新宿区民踊大会

区内で活動するみなさんが、全国
各地の伝統民踊を披露します。新宿
区の友好都市である長野県伊那市
からも愛好団体が出演します。日本
の伝統民踊を是非ご観覧ください。
日時：6月14日（日）10:00～17:00
会場：新宿文化センター 大ホール
主管：新宿区民踊連盟
無料
問合せ：スポーツ課
Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター8日（月） ／大久保スポーツプラザ15日（月） ／新宿文化センター9日（火） ／新宿歴史博物館8日（月）･22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
（
（6月休館日のお知らせ）
）
リエ記念館8日
（月）
･15日
（月）
･22日
（月）
･29日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉8日
（月）〈戸山･北新宿〉22日
（月）

