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「Oh!レガス
新宿ニュース」に
広告を掲載しませんか？

広 告 募 集

毎月5日・20日発行
発行部数＝128,000部
　　　　　（新聞折込配布119,000部）

お問い合わせ、お申し込み（先着順）　

新宿区
全域を
カバー

掲載面 サイズ（縦×横） 1枠料金（税込）

表面 39,960 円
中面 76×48mm

（平成27年4月5日号掲載分より）

30,240 円
裏面 38,880 円

03-3232-7701　　 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

TEL
E-mail

U R L

FAX

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

第10回　沖縄音楽フェスティバル　7月25日（土）16:00開演　新宿文化センター 大ホール　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）　
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
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れきはくでなつやすみ！ 4面

高橋幸宏＆
LOVE PSYCHEDELICO 7面

新宿夏の恒例イベント
沖縄音楽フェスティバル 8面

2・3面夏休み学校プール開放＆
早起きラジオ体操

　熊本と新宿にゆかりのある作家に、夏目漱石と小泉八雲がいます。熊本
で数年を過ごし、新宿でその生涯を終えた二人には共通点が多く、時期
は異なりますが、旧制第五高等学校（現・熊本大学）で教鞭をとり、熊本
で家庭を持ち、そこで初めての子どもを授かっています。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、遺された原稿、書簡、初版本、
遺愛品及び写真等を紹介し、円熟した新宿時代の原点を探ります。また、
旧制第五高等学校や旧居等、現在も熊本に残る二人の記憶を辿ります。

時間：9:30～17:30（入館は17:00まで）
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（三栄町22）　
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・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
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

7月19日（日）～8月30日（日）　

小泉八雲を現代に活かす
日時：7月26日（日）14:00～16:00
講師： 小泉凡（島根県立大学短期大学部教授・

小泉八雲曾孫）
申込み： 7月10日（金）必着

特別対談「漱石と熊本」
夏目漱石研究の第一人者のお二人による特別対談。漱石と熊本に関
することを中心に縦横に語り合います。
日時：8月2日（日）14:00～16:00
講師：石﨑等（元立教大学教授）・

中島国彦（早稲田大学文学
学術院教授）

申込み： 7月19日（日）必着

新
宿
歴
史
博
物
館 

協
働
企
画
展

記念講演会

会場：新宿歴史博物館　2階講堂　定員：100名（多数抽選）
料金：各500円（協働企画展招待券付き）
申込み： 往復はがきに記載例（3面）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

記念講演会1

記念講演会2

れきはくカフェ 無料無料

展示をご観覧のあとは、ほっと一息。
珈琲と熊本ゆかりのお菓子をお楽しみください。
日時：7月20日（月祝）、8月15日（土）・22日（土）  各日10:00～15:00
会場： 新宿歴史博物館 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です。協力：熊本県

れきはく講談「怪談KWAIDAN講談」
現在第一線で活躍中の女流講談師4人による講談会です。開催中の協働企画展のテーマにちなみ
小泉八雲原作の「耳なし芳一」など、蒸し暑い真夏の夜を怪談で涼みましょう。もちろん、「四谷怪談」
もあります！
日時：8月1日（土）17:30～19:30　会場：新宿歴史博物館　2階講堂
定員：100名（多数抽選）　料金：1,000円　協力：NPO法人四谷伝統芸能振興会
申込み： 7月17日(金）必着。往復はがきに記載例（3面）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）

№ 演　　題 講談師
① 木村又蔵 田辺銀冶
② 耳なし芳一 一龍斎貞鏡
③ 果心居士の掛け軸 神田あおい
④ 四谷怪談～お岩誕生～ 宝井一凜

宝井一凜 神田あおい 一龍斎貞鏡 田辺銀冶
Web

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/　「新宿歴史博物館」で検索。

担当学芸員による解説
日時：会期中毎週土曜日13:00から30
分程度　会場：新宿歴史博物館 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です。

担当学
ギャラリー
トーク 漱石・八雲の作品を朗読

日時：会期中毎週土曜日 12:30から30分程度
朗読： ふみのしおり（新宿歴史博物館ボラ

ンティア朗読の会）
会場：新宿歴史博物館 地下1階 ホワイエ

朗読会
博物館2階閲覧室内に、
漱石やその門下に関する
書籍を集めたコーナーが
あります。展示とあわせ
てお楽しみください。

漱石文庫

小泉凡

石﨑等 中島国彦

Ⓒ2010 kumamoto
pref. kumamon
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夏休み

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

NPO法人 高齢期の住まい＆暮らしをつなぐ会
理事長 井上亮子さん

お  話

住まいから考える老い仕度
─ 高齢者住宅を選ぶコツ ─

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  

平成27年７月17日（金）午後２時から午後３時
話 題

●●●●●●●●●●●●●●●●やさしい終活講座やさしい終活講座

学校名 開放日程 開放日数
1 津久戸小学校 8月12日(水) ～17日(月) 6日間
2 江戸川小学校 8月11日(火) ～21日(金) 11日間
3 市谷小学校 8月2日(日) ～15日(土) 14日間
4 早稲田小学校 8月11日(火) ～20日(木) 10日間
5 鶴巻小学校 7月27日(月) ～8月6日(木) 11日間
6 牛込仲之小学校 8月10日(月) ～23日(日) 14日間
7 富久小学校 8月8日(土) ～19日(水) 12日間
8 余丁町小学校 8月4日(火) ～11日(火) 8日間
9 四谷小学校 8月6日(木) ～21日(金) 16日間
10 四谷第六小学校 7月27日(月) ～8月12日(水) 17日間
11 花園小学校 8月13日(木) ～19日(水) 7日間
12 大久保小学校 8月5日(水) ～12日(水) 8日間
13 天神小学校 8月6日(木) ～12日(水) 7日間
14 戸山小学校 8月13日(木) ～21日(金) 9日間

学校名 開放日程 開放日数
15 戸塚第一小学校 8月14日(金) ～21日(金) 8日間
16 戸塚第二小学校 8月10日(月) ～18日(火) 9日間
17 落合第二小学校 8月4日(火) ～17日(月) 14日間
18 落合第三小学校 8月9日(日) ～17日(月) 9日間
19 落合第四小学校 8月8日(土) ～16日(日) 9日間
20 落合第五小学校 7月29日(水) ～8月7日(金) 10日間
21 落合第六小学校 8月9日(日) ～16日(日) 8日間
22 柏木小学校 8月17日(月) ～23日(日) 7日間
23 西新宿小学校 8月2日(日) ～7日(金) 6日間
24 西戸山小学校 8月17日(月) ～21日(金) 5日間
25 西早稲田中学校 8月9日(日) ～14日(金) 6日間
26 落合中学校 8月3日(月) ～7日(金) 5日間
27 西新宿中学校 7月25日(土) ～7月31日(金) 7日間
28 新宿中学校 8月13日（木）～16日（日） 4日間

開放時間：【午前】 10:00～12:00　【午後】 13:00～15:00
　※ 牛込仲之小・花園小・落合第三小の午後は16:00まで開放。
　　花園小のみ夜間の18:00～20:00も開放

対象： ①区内在住・在勤の方、区内小中学校在学の方　②①と同伴の方
※ 未就学児が利用する際は、オムツがとれていることと、20歳以上の保護者の同伴が必要で
す。お子様とともにプールに入り、常に付き添ってください（保護者１名に対し、子ども2名
まで入場可。親子の場合も同様）
※ 小学3年生以下が中学校のプールを利用する場合と、中学生以下が花園小の夜間を利用す
る場合は、20歳以上の保護者の同伴が必要です（保護者１名に対し、子ども2名まで入場可。
親子の場合は子どもの人数は問いません。未就学児の利用は①と同様です。）

利用方法： 開放期間中に各学校プール開放受付で直接受け付けます。 
2回目以降は入場証を受付に提出してください。
　〔中学生以下〕備え付けの申込書と保護者承諾書に記入・押印のうえ、提出してください。
　〔高校生以上〕 区内在住・在勤が確認できるもの（健康保険証・運転免許証など）を提示

し、備え付けの申込書に記入のうえ、提出してください。 
区民と同伴の区外の方が利用する場合も、利用する方の住所が確認できる
もの（健康保険証・運転免許証など）の提示が必要です。

諸注意： 受付は終了30分前まで。プール内では水泳帽着用が必要。混雑時入場制限あり。悪天候
などの場合は開放中止。自動車・自転車での来場は禁止。　※詳しくは申込書参照

問合せ：地域交流課　Tel 03-3232-5121

小学校放課後子どもひろば
夏休み利用のご案内
夏休みの放課後子どもひろばは朝10:00から利用可能！ひろばなら見
守りスタッフのもと、安全に楽しく過ごすことができます。子どもひろ
ばの登録は保険料200円と申込書のみで、すぐに受付完了。ご登録
がまだの方は、ぜひこの機会にご登録ください。夏休みだけの特別プ
ログラムも用意して、たくさんの参加をお待ちしています☆
対象：区内在住または新宿区立小学校に在籍している児童　登録料：200円(年度の保険料として)
※夏休みなど長期休業期間は10:00から実施します。(終了時間は学校により異なります)
申込み：受付場所　（１）各小学校のひろば活動室(平日のひろば開催時間中)

　　　　　（２）新宿コズミックセンター (休館日を除く9:00～19:00)土日祝も受付可
 所定の参加申込書に必要事項を記入し、保険料200円を添えて必ず保護者の方がお申し込みください。

問合せ：子ども支援課　Tel 03-3232-5122
※ 「富久小、大久保小、四谷第六小、戸山小、東戸山小、戸塚第二小、戸塚第三小、落合第一小、落合第四小、西新
宿小、新宿養護学校の子どもひろば」「学童クラブ機能付き放課後子どもひろば」「開設時間を延長する放課後子ども
ひろば」に関しては、新宿区子ども総合センター児童館運営係へお問い合わせください。Tel 03-5273-4544

入場無料
学校プール開放ル校プ ル開プール学校 開放学校プ

夏休みも学校で遊ぼう！！
プールのあとは

子どもひろばへ GO！GO!!

新宿コズミックセンタープラネタリウム
夏番組  

いのちの星・地球と
夏の星空
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、
古くから伝わる物語集「御

お

伽
とぎ

草
ぞう

子
し

」の中から、
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」のお話を投影します。
投影日：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

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

★夏休みコズミック特別企画★プラネタリウム再発見！

プラネタリウムの秘密と
『星空ミニシアター』
プラネタリウムにもっと親しもう。
第一部　プラネタリウムを知る！
●投影機の仕組みや歴史
●操作基地コンソールはどうなっている？
●プラネタリウムが繰り広げる星の世界と演出

第二部　『星空ミニシアター』
　 第一部で紹介した様々な技法を使い投影。物語やBGMとともに
星空を楽しみます。

日時：8月6日(木)15:00～(約75分）※開場は投影開始の30分前
出演：鴇羽tokiha　協力：TAP星組　
対象： 小学生以上（大人も可）　※小学1～3年生は保護者同伴のこと

（要事前申し込み。チケット完売の場合、 
当日券の販売はありません）

定員：140名（先着順・全席自由）　
料金：500円（当日支払い・小学生以下無料）
申込み： 7月27日(月)必着。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（3面）のとおり記入
し、スポーツ課へ。

問合せ　Tel 03-3232-7701
夏休みは親子で
新宿文化センターへ！
（すてきなミニコンサート付き）
パイプオルガンは
ヒミツ基地！
「どうしてたくさんのパイプやボタンがある
の？」「いろいろな種類の音が出るって本当？」
など、パイプオルガンのひみつを演奏を交
えながら楽しくわかりやすくご説明します。
日時：8月18日(火) 

14:00～16:00(受付13:30～ )
会場：新宿文化センター　

大ホール(新宿6-14-1)
演奏・解説：早島万紀子・高橋博子

（新宿文化センター 専属オルガニスト)
対象：区内在住・在学の小中学生　50名

(多数抽選)
※ 小学3年生までは要保護者同伴 
小学4年生以上は保護者参加自由

申込み： 7月31日(金)必着。往復はがき
に、記載例(3面)のほか、学校
名・学年、同伴保護者名を記入
し、新宿文化センターへ。

問合せ：新宿文化センター　
Tel 03-3350-1141

Web

Web

演出出

語や とともとももにに

てて))

へ GO！GO!!

で
、

無料無料

鴇羽tokiha

同伴のこと

haha

物語

出出出出出出出出
夏休みの

自由研究の

参考にもな
るよ！
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記載例申込先（往復はがきの場合）
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）
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2　
http:// www.regasu-shinjuku.or.jp/
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
〒160-0022 新宿区新宿6-14-1
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

夏休み

広
告
の
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
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
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。
8月または9月。謝礼6万5千円/月(朝・夕食付)
語学力不要。エスパスラング東京☎3486-0120

楓絵画教室・元日本女子大学生涯学習
四谷地域センター第2金1-5時￥2500/月/毎年
展覧会/水彩～油/初心者/見学OK/☎0462073283
講師渡辺みえこ武蔵野美大卒/新世紀展受賞
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
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
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※ 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。
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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
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地区 会場 住所 実施期間 集合時間 備考

四
谷

愛住公園 愛住町11 7/21(火) ～8/2(日） 6:00 雨天中止
左門公園 左門町5 7/20(月祝)～7/25(土) 6:30 雨天中止
(旧)東電病院前
駐車場 信濃町20 7/21(火) ～7/25(土) 6:20 日曜休み、雨天中止

須賀公園 須賀町8 7/21（火)～7/31（金） 6:30 日曜休み、雨天中止
南元町高速道路下 南元町 7/22(水) ～7/31(金) 6:30 日曜休み
三栄公園 三栄町24 7/20(月祝)～7/31(金) 6:30 雨天中止
四谷小学校 四谷2-6 8/1（土)～8/10（月） 6:30
大木戸児童遊園 四谷4-9 7/18(土) ～7/26(日） 6:30 雨天中止

内藤神社境内 内藤町1-8 ①7/21（火)～7/25（土）
②8/18（火)～8/22（土）6:30 雨天中止

花園公園 新宿1-21 7/22(水) ～7/31(金) 6:15 土・日曜休み、雨天中止

箪
笥
町

加賀公園 市谷加賀町2-4 7/21(火) ～8/1（土） 6:30 日曜休み、雨天中止
新小川公園 新小川町3 7/21（火)～7/31（金） 6:30 日曜休み、雨天中止　
納戸町公園 納戸町26 7/21(火) ～8/1(土) 6:30 日曜休み、雨天中止　　

矢来公園 矢来町38 ①通年
②7/21(火) ～8/1(土)

①6:30
②6:20

①12/28（月）まで実施、
日曜・祝日休み、雨天中止
②日曜休み

あさひ児童遊園 横寺町52 7/21（火)～8/1（土） 6:30 日曜休み
白銀公園 白銀町3 7/20（月祝)～8/7（金）6:30 日曜休み、小雨決行

津久戸小学校 津久戸町2-2 7/21(火) ～7/31（金） 6:30 7/25(土）・26（日)休み、
雨天中止　

榎
町

榎町公園 東榎町11 7/21（火)～8/1（土） 6:30 日曜休み、雨天中止
牛込仲之小学校 市谷仲之町4-33 7/20（月祝)～8/2（日）6:20 雨天中止

鶴巻南公園 早稲田鶴巻町 ①7/20（月祝）～8/2（日）
②7/21（火)～8/3（月）

①6:25
②6:20 ①雨天中止

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町140 7/21（火)～8/3（月） 6:20 小雨決行
元赤城神社前 早稲田鶴巻町568 7/21(火) ～8/3(月) 6:30 雨天中止
穴八幡宮境内 西早稲田2-1-11 7/20(月祝)～7/31(金) 6:30 雨天中止
原一天祖神社 原町1-42 7/21(火) ～8/10(月) 6:25 雨天中止
成城中学・高校 原町3-87 7/19（日)～8/2（日） 6:30
山吹町311番地
駐車場付近 山吹町311 7/21（火)～7/31(金） 7:00 雨天中止

牛込弁天公園 弁天町84 7/21(火) ～8/24(月) 6:25 雨天中止
都立新宿山吹
高校前 山吹町81 7/21(火) ～8/3(月) 6:30 雨天中止

牛込第二中学校 喜久井町20 7/21(火) ～8/3(月) 6:30 雨天中止
江戸川小学校 水道町1-28 7/21(火) ～8/4(火) 6:20 土・日曜休み、雨天中止

若
松
町

みずも児童遊園 住吉町6 7/21(火) ～8/5(水) 6:15
戸山公園箱根山 戸山2丁目 通年 6:15 雨天決行

地区 会場 住所 実施期間 集合時間 備考

若
松
町

中富久児童遊園 富久町22 7/21(火) ～7/30（木） 6:15 日曜休み、雨天中止　 
※公園清掃6:15～

富久小学校 富久町7-24 7/21(火) ～8/22(土) 6:20 日曜休み、雨天中止
戸山東公園 戸山1-19 7/21(火) ～7/30(木) 6:30 雨天中止
東戸山小学校 戸山2-34-2 7/21（火)～8/8（土） 6:30 日曜休み、雨天中止
わかまつ児童遊園 若松町27 7/18(土) ～7/31(金) 6:30 雨天中止
余丁町小学校 若松町13-1 7/18(土) ～7/31(金) 6:30 雨天中止

大
久
保

大久保小学校 大久保1-1-21 7/21(火) ～7/31(金) 6:10 土・日曜休み、雨天決行
専念寺境内 新宿6-20-6 7/20（月祝)～8/4（火）7:00 雨天中止
天神小学校 新宿6-14-2 7/21（火)～8/9（日） 6:00
戸山小学校 百人町2-1-38 7/21(火) ～8/8(土) 7:00 日曜休み、雨天中止

戸
塚

諏訪神社境内 高田馬場1-12-6 7/18(土) ～8/9(日) 6:00 雨天中止、
7/26（日）スイカ割りあり

西戸山小公園
（西戸山小となり）百人町4-1 7/18(土) ～8/7（金） 6:20 雨天中止

みずき児童遊園 西早稲田2-12 7/21(火) ～8/5(水) 6:30 雨天中止
天祖神社境内 西早稲田3-17-36 7/19(日) ～8/2(日) 6:15 雨天中止
早稲田大学
大隈講堂前広場 戸塚町1-104 ①7/20(月祝)～8/10(月)

②7/21(火)～8/10(月)
①6:00
②6:30 雨天中止

西戸山公園 百人町4丁目 ①7/19(日) ～8/9(日)
②7/18（土)～8/2（日）

①6:25
②6:20 ①雨天中止

落
合
第一

落合第二小学校 上落合2-10-23 7/18(土) ～7/24(金) 6:30
落合第一小学校 中落合2-13-27 7/21(火) ～7/31(金) 6:00 日曜休み、雨天中止

落合第四小学校 下落合2-9-34 7/21（火)～8/21（金） 6:00 土・日曜と8/10（月）～
8/14（金）休み、雨天中止

落
合
第
二

落合第三小学校 西落合1-12-20 7/21(火) ～8/7(金) 7:00 土・日曜休み、雨天中止
落合第五小学校 上落合3-1-6 8/17(月) ～8/21(金) 7:00 雨天中止
落合第六小学校 西落合4-11-21 8/17（月)～8/21（金） 7:30 雨天時は体育館にて実施
哲学堂公園 中野区松ヶ丘1-34-28 7/18（土)～8/24（月） 6:30 雨天中止

柏
木

北新宿公園 北新宿3-20 7/19(日) ～8/23(日) 6:20 小雨決行（北新宿生涯学習
館ロビーで実施）

北柏木公園 北新宿4-12 7/18(土) ～8/23(日) 6:15 雨天中止

柏木小学校 北新宿2-11-1 7/21(火) ～7/31(金) 7:00 雨天中止（初日・最終日の
雨天時は体育館で実施）

淀橋第四小学校 北新宿3-17-1 ①7/21(火)～7/24(金)
②8/17(月)～8/21(金) 6:15 土・日曜休み、雨天中止

角
筈
新宿中央公園
水の広場 西新宿2-11 7/21(火) ～8/24(月) 6:08 雨天中止

西新宿中学校 西新宿8-2-44 7/21（火)～8/3（月） 7:00 雨天中止（小雨時は玄関前で実施）

※ 会場、期間などは予定です。天候などにより変更・中止になる場合があります

日時：9月1日（火）～10月30日（金）の平日　18:30～21:30、19:00～21:30
会場：西早稲田中学校　校庭（戸山3-20-2）
対象： 区内在住・在勤の15歳（平成27年4月1日現在）以上の男性で構成されたチーム、

または新宿区サッカー協会登録チーム
定員：60チーム（先着順）　
料金：1チーム2,000円（別途協会経費3,000円）
主管：新宿区サッカー協会（新宿区社会人サッカー連盟）
申込み： 7月10日（金）～7月27日（月）に受付。申込書(新宿コズミッ

クセンターで配布、財団ウェブサイトからダウンロード可)を
記入のうえ、参加料を添えて、新宿コズミックセンター窓口
へ。※ 受付時間は9:00～19:00
　（ ただし休館日の7月13日(月)は9:00～16:30)

代表者会議： 8月1日（土）19:15～　新宿コズミックセ
ンター　3階大会議室

　　※ 必ず出席のうえ、協会経費3,000円を
お支払いください

夏休みは早起きして、
ラジオ体操ですっきり爽快。
暑い夏を乗り切ろう！

「サッカー」参加チーム募集！

問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

新宿区民総合体育大会 東京都学童水泳大会

第20回新宿区小学生水泳記録会
日時：9月13日(日）　受付開始9:00　 終了予定13:00
会場：新宿スポーツセンター　プール（大久保3-5-1）
対象：区内在住・在学の出場種目を完泳できる小学1～6年生　定員：150名(先着順)
料金：500円（傷害保険料含む）　※当日プール受付でお支払いください　主催：新宿区水泳連盟　
種目：下表のとおり。参加種目は１名2種目まで　(フリーリレーを除く）

※フリーリレーは、４名１組でお申し込みください
申込み： 7月31日（金）必着。申込書（新宿コズミックセンター・新宿スポーツセンターで配布、新宿

区水泳連盟ウェブサイトからダウンロード可）を記入・押印し、はがきに添付、または封書で、
新宿区水泳連盟（〒169-8799 新宿北郵便局留　新宿区水泳連盟宛）まで。
※今回から郵送のみの申込みとさせていただきます
※要項・参加申込書は、区内小学校でも希望者に配布します。

問合せ：新宿区水泳連盟　Tel 080-9362-7825　(17:00～19:00　ただし日曜は除く） 
新宿区水泳連盟ウェブサイト　http://www.shinjyukuswim.com

区分 背泳ぎ 自由形
おもにクロール バタフライ 平泳ぎ 個人

メドレー
フリー
リレー

1～6
年生

25ｍ 25ｍ 25ｍ 25ｍ 100ｍ 25ｍ×4人50m 50m 50m 50m

参加者募集！
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和風ノートを手作りしよう
紙束を糸でかがる伝統的な製本技術をもと
に、自分だけのB5サイズのノートを手作り
しませんか？ 
日時：8月2日（日）　10:00～11:30

会場：新宿歴史博物館　2階講堂　
定員：40名（多数抽選）　料金：300円（材料費込）
申込み： 7月19日（日）必着。往復はがきに記載例

（3面）のとおり記入し、新宿歴史博物館
へ。多数の場合は中学生以下を優先し
抽選。

大人も子どもも楽しめる！　絞り染め体験講座
新宿区の地場産業である染色を体験してみ
ませんか？　伝統工芸士の先生と一緒に、
絞り染めの手拭いを作ります。
日時：8月9日（日）　14:00～16:00
会場：新宿歴史博物館　2階講堂
講師： 富田篤（東京染ものがたり博物館）
定員：30名（多数抽選）　
料金：1,000円（材料費込）
申込み： 7月24日（金）必着。往復はがきに

記載例（3面）のとおり記入し、新宿
歴史博物館へ。

れきはく探検
常設展示や、ふだん見ることのできない博物館のウラ側
を学芸員とともに探検します。
日時：7月25日（土）、8月1日（土）・15日（土）

各日14:00～15:00
会場：新宿歴史博物館　地下1階受付前集合
定員：各日20名（先着順）
料金：常設展観覧料（一般300円・中学生以下無料）
申込み： 直接ご来場ください。

電話予約受け付けます。　Tel 03-3359-2131

古代の人々の装飾づくり！

勾
ま が

玉
た ま

づくり＆編
あ ん

布
ぎ ん

づくり
勾
まが

玉
たま

は、滑
かっ

石
せき

という軟らかい石を使うので、誰でも簡単に作
れます。編

あん

布
ぎん

はおもりをつけたたて糸によこ糸をからめて編
み、コースターを作ります。
No. 日にち 会場

① 7月25日（土）
8月15日（土）

新宿歴史博物館　
正面玄関前　地下1階ホワイエ

② 8月8日（土） 中村彝アトリエ記念館(下落合3-5-7)
※勾玉づくりのみ

時間： いずれも10:00～12:00（受付開始9:40）　
定員：勾玉…先着100名　編布…先着30名　
その他：ごみ袋（レジ袋大）をお持ちください。　申込み：当日直接ご来場ください。

無料無料

「GO !はくぶつかん」バッジを集めよう！
夏休み期間中に、以下のイベントに参加した小中学生に、れきはくオリジ
ナル缶バッジをプレゼント！
・展示観覧（先着200名）　・れきはく探検　・和風ノートを手作りしよう
・絞り染め体験 　・イラスト講座「100歳のじぶん」　
・吾輩はお花でつくった猫である　
・絵日記コンテスト（絵日記を博物館へ持参した方）

絵日記
コンテスト

「夏休みイベント」では、参加した子どもたちを対象に、イベントの感想
や思い出の絵日記を募集します。コンテスト入賞者にはステキな賞品も
あります。詳しくは各イベント会場で配布する募集要項をご覧ください。

戦時下の芙美子
第2次世界大戦の終戦から70年を迎え
る今年、従軍作家として過ごした林芙美
子の関連資料を展示します。
日時：展示中～10月6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

ミニギャラリー
新宿ゆかりの洋画家
野田半三

佐伯祐三と同
時代に活躍し
た洋画家、野
田半三。
平成26年度に
新しく寄贈され
た作品などを
パネルでご紹
介します。

日時：展示中～9月30日（水）
10:00～16:30

会場：ミニギャラリー

林芙美子記念館
（中井2-20-1）

佐伯祐三アトリエ記念館
（中落合2-4-21）

無料無料

いずれも小学生以上（3年生以下は要保護者同伴）※小中学生のみで参加の場合は、必ず緊急時の連絡先（携帯電話番号など）をご記入ください。

新宿歴史博物館
常設展示室特設コーナー

本年8月は終
戦 か ら70年
になります。
関連資料で戦争を振り返ります。
日時：展示中～9月30日（水）

9:30～17:30(入館は17:00まで）
会場：地下1階常設展示室特設コーナー
料金：一般300円　小中学生100円

(夏休み期間中7月18日(土)～8月
23日(日)は中学生以下無料）

1年間、何度でも観覧無料！　メンバーズ倶楽
部は、新宿の歴史・文化に親しみ、理解を深
めていただけるよう、数多くの特典やメンバー
ズ倶楽部通信によるお知らせをしています。
特典：
１. 新宿歴史博物館の常設展示室・企画展
示室、林芙美子記念館が観覧無料　

２. 『メンバーズ倶楽部通信』(隔月発行）で博
物館の最新情報をいち早くお手元に

３. 史跡めぐり、講座・講演会などのイベントでの優遇措置　
４. 当館発行の刊行物 2割引　
５. 内覧会、会員限定事業（限定ツアーなど）をご案内
有効期間：ご入会の翌月から1年間　
会費：区内在住の方1,000円　区外在住の方1,500円
申込み： 新宿歴史博物館(三栄町22）・林芙美子記念館(中井

2-20-1）・佐伯祐三アトリエ記念館(中落合2-4-21)・
中村彝アトリエ記念館(下落合3-5-7）でのお手続きのほ
か郵便振替によるご入会も可能です

「メンバーズ倶楽部」
会員募集中

都電荒川線で行く荒川車両検修場見学会
都内唯一の都電荒川線は、早稲田駅を発着して運行されています。この見学会では、貸し切り車両
で荒川車両検修場へ行き、ふだん見ることのできない営業所の業務や検修施設、現役車両に接す
ることができます。
日時：7月29日（水）　10:00～12:00
会場：都電荒川車両検修場（荒川車庫）

（荒川区西尾久8-33-7）
集合：西早稲田地域交流館（西早稲田1-22-2）
定員：30名（多数抽選）※乳幼児同伴不可
料金：200円(貸切料・保険料)
協力：東京都交通局荒川営業所
申込み： 7月15日（水）必着。往復はがき

に記載例（3面）のとおり記入し、
新宿歴史博物館へ。（はがき1枚
で3名まで）

Web

Web

施 設 見 学 会
れきはくイラスト講座「100歳のじぶん」
タイムワープして100歳になった自分の顔を描いてみよう！
毎年好評の直井先生がイラストのコツを伝授！
100年前の子どもたちは今、どんな100歳に
なっているかな？　100年前と今の子どもたち
の暮らしを比べながら、自分の未来の姿を想像
してみよう。(制作する自画像はA4サイズです)
日時：8月9日(日)　10:00～12:00
会場：新宿歴史博物館　2階講堂
講師：直井健(イラストレーター )
定員：30名（多数抽選）　料金：500円（材料費込）
申込み：  7月25日(土)必着。往復はがきで記載例

（3面）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。

Web

株式会社東京堂・協働講座　

吾輩はお花でつくった猫である－名前はまだない。
協働企画展「漱石・八雲」に合わせ、
夏目漱石作『吾輩は猫である』にちな
んでアートフラワー (造花)を使って、
猫をつくります。最後に名前をつけて
できあがり。（フレームサイズ20×
20cm、奥行5cmの置くタイプです。）
日時：8月1日（土）　10:00～12:00
会場：新宿歴史博物館　2階講堂
対象：小中学生（小学3年生以下要保護者同伴）
講師：小俣優美（株式会社東京堂）
定員：30名（多数抽選）
料金：1,000円（材料費込）　協力：株式会社 東京堂
申込み： 7月16日(木)必着。往復はがきで記載例（3面）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。

希望する色(白×ピンクまたは黄×水色)を必ず明記してください。
Web

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/

新宿歴史
博物館
友の会

対象

Web

）

この扉の向こうを
探検します

新宿歴史博物館と
中村彝アトリエ記念館で

開催

白×ピンク 黄×水色

自分の顔の顔を描を
2XXX年、100歳になったわたしはどんな顔？

色は全３
色。

今年は
何色か

な？

九江から前線への
船艙にて

渡欧の船上にて大正11年（1922）
軍報道部腕章

「国民防空図譜」昭和19年

講座では茜色・藍色（中央2色）を使用します。

戦
後
70
年

関
連
資
料

“うちの猫”を
つくろう！
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れきはく自習室
新宿歴史博物館の講堂を自習室として
無料開放します。勉強、宿題、読書など、
どなたでもお気軽にご利用ください。
日時：8月3日（月）～8日（土）・

12日（水）～15日（土）
10:00～17:00

会場：新宿歴史博物館　2階講堂
対象：どなたでも
申込み：60席（先着順）。予約不可。

無料無料

中高生からわかる世界一楽しい歴史
「TVで見聞きしていた先生から直接講座を聞くことができ、良かった」「歴
史は、意外と面白いと思った」などなど、毎年大好評の河合先生の中高生
歴史講座を今年も開催します。一歩進んだ歴史の知識を身につけて、ライ
バルや友だちに差をつけよう！
時間：10:00～12:00
対象：どなたでも（中高校生優先）　
定員：60名（多数抽選）
料金：高校生以下無料、一般500円

100年前のニッポン
『世界一受けたい授業』でおなじみの河合先生による、毎年大好評の講演
会です。この夏は今から100年前、大正前期の日本の社会、国際情勢、
文化などを取り上げます。
時間：14:00～16:00
対象：どなたでも　定員：60名（多数抽選）　料金：500円

社会人も！学生も！　河合敦先生による夏の2大講座！！
日にち：8月16日（日）　会場：新宿歴史博物館　2階講堂　講師：河合敦（歴史研究家）

申込み：7月31日（金）必着。往復はがきに記載例（3面）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。
※はがき1枚で1講座1名まで。

Web

近代史講座中高生歴史講座

楽しく学んで歴史に強くなる！

『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（52円）に、「短歌」「俳句」「川柳」の応募
種目を明記のうえ、作品と住所、氏名・年齢、電話番号を記入し、下記申込み先へ。

『手工芸展』作品募集
陶芸、キルト、人形、仏像、切り絵、七宝焼き、組み紐など、手づくり工
芸品などの作品を募集します。
展示期間：11月9日(月) ～11月15日(日)10:00～18:00まで

　(10日(火)は休館日、12日(木)は17:00まで、最終日は15:00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
募集内容： 手芸、工芸品　など。1人2点まで

　※展示会場の都合により、サイズ・形状などによっては出展をお断りする場合があります。
作品搬入 ：11月8日（日） 15:00～17:00に直接、新宿文化センター  地下1階 展示室へ
作品の返却： 11月15日（日）の15:30～18:00に、会場の新宿文化センター 地下1階 展示室で返却

いたします。※ 郵送や宅配等による作品の返却はできません。
申込み： 10月16日（金）必着。所定の申込書に必要項目を記入し、下記申込み先へ。

『陶芸展』作品募集
区民および区内で陶芸活動されているアマチュアの方の作品を募集します。
世界に一つだけの陶芸作品を博物館に展示してみませんか?
展示期間：11月9日(月) ～11月15日(日)10:00～18:00まで

　(10日(火)は休館日、12日(木)は17:00まで、最終日は15:00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で活動しているアマチュアの方による自作の陶芸作品
募集内容：自由作品　1人2 点まで。サイズは幅30cm ×奥行30cm ×高さ30cm 以内
作品搬入 ：11月8日（日） 15:00～17:00に直接、新宿文化センター  地下1階 展示室へ
作品の返却： 11月15日（日）の15:30～18:00に、会場の新宿文化センター 地下1階 展示室で返却

いたします。※郵送や宅配などによる作品の返却はできません。
申込み： 10月16日（金）必着。所定の申込書に必要項目を記入し、下記申込み先へ。

「体験コーナー」出展団体募集
新宿区生涯学習フェスティバル【手工芸展、陶芸展、受賞作品展】の会場内で、
手工芸やいけ花、書道、絵手紙など、区民の皆さまが楽しめる体験ブース（ワー
クショップ）を開いてみませんか！
日時：11月9日（月）、11日（水）、12日（木）のいずれか1日のうちの希望時間帯　

※10日（火）は休館日　12日（木）は15:00まで
①10:00～12:30　②12:30～15:00　③15:00～17:30

※ 会場スペースや内容により、ご参加いただけない場合や、出展日時を調整
させていただく場合があります。
会場：新宿文化センター　地下1階展示室（新宿6-14-1）
対象：新宿区を中心に活動している生涯学習活動団体。
申込み：9月18日（金）必着。所定の申込書に必要項目を記入し、

下記申込み先へ。

『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：新宿区美術学習活動グループ連合会　
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。所定の申込書に必要事項を記入し、下記申込み先へ。

『書の展』作品募集
漢字、かな、篆刻、刻字、近代詩などの作品を募集します。
優秀な作品には各賞の選考もあります。
展示期間：10月7日（水）～10月11日(日)　

　10:00～18:00（最終日は15:00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
募集内容： 【小中学生の部】 半紙縦書き（毛筆に限る）。1人1点のみ。

　【一般の部（高校生を含む）】 漢字、かな、篆
てん

刻
こく

、刻字、近代詩など1人1点のみ。
以下のＡ～Ｃの一つを満たし、題名、または釈文(所定の用紙)を必ず添付してください。
Ａ：軸物（縦）での表装前の紙寸法は「縦135cm×横35cm（半切）」以内で、仮表装または本表装
Ｂ：軸物（横）での表装前の紙寸法は「縦 35cm×横45cm（半切1/3）」以内で、仮表装または本表装
Ｃ：額縁は「縦53cm×横45.5cm」以内で、アクリル板のみ(ガラス不可)
※ 市販の短冊掛けや色紙掛け、巻子、折帖などは、応募対象外となります。
※ いずれの作品も、壁に掛けられるように、裏面に紐を付けてください。
協力：新宿区書道連盟
申込み： 8月31日（月）～9月11日(金）の9:00～17:00に直接、作品、出品申込書、添付用紙を新

宿文化センターへ。

新宿区生涯学習フェスティバル2015
文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭 新宿区共催

ＯＢ・ＯＧのみなさんのご来場をお待ちしております！
新宿青年教室５０周年式典
新宿青年教室は、区民のみなさんのご理解ご協
力のおかげで５０周年を迎えることができました。
これまで携わり支えてくれた方々への感謝と、こ
れからへの希望を込めて式典を開催します。
どうぞご来場ください。
日時：7月26日（日）13:30開演（12:30開場）
会場：四谷区民ホール（内藤町87）
対象：どなたでも　
問合せ：地域交流課　Tel 03-3232-5121

みなさんの作品で《新宿の秋》を
彩ってみませんか！

無料無料

無料無料

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/

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/

 新宿文化センター、各生涯学習館。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。財団ウェブサイトからダウンロー
ド可。今年度より申込み先が新宿文化センターになります。

新宿文化センター（〒160-0022　新宿6-14-1）　 Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839

申込み先

河合敦
（歴史研究家）



申込み受付中

チケット販売中

チケット販売中

チケット販売中

新宿文化センター公演　新宿区民招待のご案内　
☆親子ペア各日とも25組50名様ご招待　※全席自由

無料無料

  申込み   7月22日(水)必着。　新宿文化センターウェブサイト内の専用応募フォームから応募、
またははがき(52円)に大会の部門と日程（①～③のいずれか）、親子の氏名、年齢、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。

Web

チケット販売中
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http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
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 ●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 
 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：×××××］

 　⇒ 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］
 ●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。8月より制度が変わります。
　⇒ http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/webtomo/

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。

Web
友

■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 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。（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）

お支払い方法

Web
友

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」ほか　より　アリア・重唱
入場料：全席指定　一般3,500円　【新宿区民割引＆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
※主催公演チケット購入方法(下段）参照

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、語り：長谷川哲夫、オーケストラ：東京フィ
ルハーモニー交響楽団　〈演奏会形式　字幕なし〉

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：【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　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（下段）参照　※未就学児入場不可

共同主催：(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

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～　

森山開次 
ダンスワークショップ

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。

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：高校生相当～60歳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。※『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。

新宿文化センター公演
■ 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

8/15（土）
13:30開始

・ 16（日）
14:00開始

9/5（土）
16:00開演

Web区民割引あり

新宿文化センター
ダンス・プロジェクト2015

新宿文化センター
ダンス・プロジェクト2015

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21 
新宿オペレッタ劇場は2001年新宿文化センター小ホールで始まりました!!

8/12（水）
19:00開演

区民割引あり Web
友

8/22（土）
18:00開演

・
23（日）
11:00開演
15:00開演

新宿文化センター単独招
しょう

聘
へい

ザルツブルク・
トイハウス劇場

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）

一般2,500円、【新宿区民割引】2,000円　※未就学児不可
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）
一般1,500円、小学生以下500円　　　　　　　　　　 ※2回公演

会場：新宿文化センター　小ホール　　　　　　　　　　   
対象：1歳6カ月以上　※車いす席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　

【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
協力：オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム

区民割引あり

割引ありWeb
友

新宿文化センターダンス・プロジェクト2015

「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月に生まれ変わ
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！
特典：１.新宿文化センター主催公演チケット先行購入

２.新宿文化センター主催公演チケット割引購入
３.新宿文化センター情報誌『ぶんつう』の無料送付
４.新宿文化センター主催公演など開催事業の運営ボランティア参加
そのほか、魅力的な内容を企画中です。

有効期間：ご入会の日より１年間
年会費：新宿区内にお住まいの方1,500円　区外にお住まいの方2,000円
申込み：新宿文化センター窓口または郵便振替により会費を納入頂きます。

新宿区民については、新宿文化センター窓口で在住証明書類(運転
免許証、健康保険証等住所が分かる公的機関発行の証明書類)確認
させていただきます。

※ 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」へ移
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。

　 詳しくは新宿文化センターウェブサイトまたは、新宿文化センター、新宿コ
ズミックセンター、新宿歴史博物館で配布のパンフレットをご覧ください。
問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

第3回全日本小中学生 
ダンスコンクール東日本大会
東日本中の選りすぐりのダンスキッズ&ダンスジュニアが集結！
爽やかでアツいパフォーマンスをくりひろげます。
会場：新宿文化センター大ホール  
日時：①8月13日(木)　小学生部門「学校参加の部」

②8月14日(金)　小学生部門「オープン参加の部」
③8月15日(土)　中学生部門

主催：朝日新聞社
入場料：大人　当日1,500円

小中学生　当日500円　※未就学児無料

8/13（木）・14（金）・15（土）
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

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

※車いす席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
【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
※主催公演チケット購入方法(下段）参照　※未就学児入場不可　

9/13（日）
16:00開演

区民割引あり
Web
友

新宿文化センターダンス・プロジェクト2015

PHOTO : Sadato ISHIZUKA

子ども向け1日2回公演！

区民割引あり

Web
友

佐藤一昭 水船桂太郎 北村哲朗 児玉ゆかり赤星啓子 醍醐園佳 中野瑠璃子

長谷川哲夫

残りわずか！



チケット販売中

チケット販売中

7月11日（土）12:00～
  Web友先行予約！

8月中旬チケット
先行発売予定

7月15日（水）12:00～
  Web友先行予約！
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http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

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：新宿文化センター窓口　※未就学児入場不可

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/t/(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

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

フジコ･ヘミング
&N響の仲間たち

新宿文化センター公演
■ 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、（6面）をご覧ください

10/19（月）
18:30開演

7月15日（水）12:00～
  Web友先行予約！豪華なジョイント・ライブが実現！

高橋幸宏 &
LOVE PSYCHEDELICO

現在、LOVE PSYCHEDELICOのデビュー15周年アニヴァーサリー・ツ
アーにドラマーとして参加している高橋幸宏が、自らのバンドを率いて久々
のライブを敢行。しかも、現在も続行中のそのライブ・ツアーで素晴らし
いパフォーマンスとグルーヴでファンを魅了し続けているLOVE 
PSYCHEDELICOとのジョイント・ライブが実現。もちろん、高橋幸宏は
LOVE PSYCHEDELICOのドラマーとして参加し、LOVE PSYCHEDELICO
のKUMI、NAOKIも高橋幸宏バンドのバンド・メンバーとして参加すると
いうこの2組ならではの前代未聞のスペシャル企画。おそらく、最初で最
後になるであろう奇蹟の“Special Session”をお見逃しなく！
時間：19:00開演（18:30開場）　会場：新宿文化センター　大ホール
出演：高橋幸宏
入場料：全席指定　一般5,000円　【新宿区民割引】4,500円　
購入：【Web先行予約】7月15日(水)12:00～　

 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
【窓口販売】7月18日(土)9:00～新宿文化センター
　　　　　7月20日(月)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】7月19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(6面）参照　※未就学児入場不可　
【プレイガイド】7月19日(日)10:00～　

チケットぴあ　Tel 0570-02-9999　
　　　　　　http://pia.jp/t/（Pコード：267-063）
イープラス　http://eplus.jp/（PC・携帯共通）

グループサウンズとフォークの両雄、ムッシュかまや
つと泉谷しげる。接点があるようでないような二人が
繰り広げる台本ナシの本音トークと圧巻の弾き語りラ
イブ。トークの内容は社会情勢、業界裏話からただ
の世間話まで・・・日本音楽シーンの第一線で活躍
を続けてきた二人ならではの掛け合いは絶妙です。
古希を越えたムッシュかまやつと還暦を過ぎた泉谷し
げる・・・合わせて１３０歳越えの二人が魅せるエネ
ルギッシュなステージは、二人と同じ時代を生きてき
た大人はもちろん、ミュージックフリークの若者をも
魅了する刺激に満ちています。
時間：18:00開演（17:30開場）　
会場：新宿文化センター　小ホール　出演：ムッシュかまやつ+泉谷しげる
入場料：全席指定　S席4,500円　Ａ席3,500円　Ｂ席3,000円　【新宿区民割引】S席4,000円
購入：【Web先行予約】7月11日(土)12:00～　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

【窓口販売】7月18日(土)9:00～新宿文化センター
　　　　　7月19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】7月19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(6面）参照　※未就学児入場不可　
【プレイガイド】7月18日(土)10:00～　

チケットぴあ　Tel 0570-02-9999　http://pia.jp/t/（Pコード：267-705）
イープラスhttp://eplus.jp/（PC・携帯共通）

10/17（土）
19:00開演

11/29（日）
18:00開演

台本ナシの本音トークと圧巻の弾き語りライブ !

ムッシュかまやつ・
泉谷しげる トーク＆ライブ

～新宿に、やつらの足音～ 

区民割引あり Web
友

新宿コズミックセンター ロビーコンサート

夏空へ響き渡る♬ゴスペルコンサート
新宿区内で活動中の元気な女性たちのグループによるコンサート。先生は、レガスポ！「ヴォイスト
レーニング＆ストレッチ」インストラクターのChieさんです。
日時：7月17日（金）12:00～13:00　
会場：新宿コズミックセンター 1階ロビー　
出演：神楽坂サウスゴスペルクワイアー　
曲目： ゴスペル代表曲（Amazing Grace、聖者の行進、

Oh Happy Day ほか）　
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

無料無料新宿文化センター ランチタイムコンサート

気軽に             コンサート    ワン      コイン

愛の挨拶
若手実力派丸場慶人によるサクソフォーンと、碧川雅輝のピアノによるコ
ンサートです。華やかな演奏をお楽しみください。
日時：7月21日（火）12:15開演（12:00開場）　※4歳未満入場不可
出演：丸場慶人（サクソフォーン）、碧川雅輝(ピアノ）
曲目： E.エルガー「愛の挨拶」、G.ガーシュイン「3つのプレリュード」、J.ウィ

リアムズ「シンドラーのリスト」、G.M.カリンコヴィチ「パガニーニの
主題によるコンチェルト・カプリッチョ」ほか

会場：新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）　申込み：当日直接ご来場ください。　

～トワイライト・ジャズ・ピアノ～
夏の夕時、涼しい大ホールでジャズ・ピアノを楽しみませんか？気軽に入れ
るワンコイン（500円）コンサートです。ジャズピアノの名手・羽仁知治が、
スタンダードナンバーを奏でます。
日時：8月26日（水）19:00開演（18:30開場）
出演：羽仁知治（ピアノ、エレクトリック・ピアノ）
入場料：500円　※未就学児入場不可
曲目： マルティーノ「エスターテ（夏）」、ガーシュイン「サマー・タイム」、加瀬邦彦「想い出の渚」　ほか
会場：新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）　申込み：当日直接ご来場ください。　

無料無料

落語in和室毎月二回のお楽しみ！！

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

新宿文化センター
日時：（毎月第3金曜日）7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

大久保スポーツプラザ
日時：（毎月第1月曜日）8月3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

山遊亭くま八（7月17日出演） 春風亭昇々（8月3日出演）

500

あそべば育つ！あそべば未来が広がる！あそびは最
高のコミュニケーションの道具！
世界で活躍するあそび心満載のコンドルズと一緒に、
ゆかいな「からだあそびパフォーマンス」を体感しよう！！
時間：11:00開演（10:00開場）
　　  15:00開演（14:00開場）　※２回公演
会場：新宿文化センター 大ホール
　　構成・映像・振付：近藤良平　
　　　出演：コンドルズ

チケット：詳しくはあそいく公式ウェブサイトにて随時更新予定。
　　　　 http://www.nhk-ed.co.jp/asoiku1031

問合せ：NHKエデュケーショナル　Tel 03-3462-8152（平日 10:00～18:00）
主催：NHKエデュケーショナル　企画制作：NHKエデュケーショナル／コンドルズ

10/31（土）
11:00開演
15:00開演

1日2回
公演！ 新宿文化センター

ダンス・プロジェクト2015
NHKエデュケーショナル×コンドルズ

オルガン日和

高橋博子
オルガンリサイタル

19世紀のフランスやドイツで親しまれた室内楽
としてのオルガン曲をお送りします。ハルモニウ
ムオルガンの響きと、新宿文化センターの大オ
ルガンの響きを存分にお楽しみいただけます。
時間：19:00開演（開場18:30）　
会場：新宿文化センター　大ホール　※未就学児入場不可
出演：高橋博子（新宿文化センター専属オルガニスト）
入場料：全席自由　一般2,000円、新宿区民割引1,000円
曲目：テオドール・デュボワ「12の小品」、カミーユ・サン＝サーンス「即興曲」、アレクサンドル・ギ
ルマン「第七ソナタop.89」ほか
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

9/18（金）
19:00開演

「子どもの音楽会」参加団体募集
新宿文化センター 大ホールにて、合唱や器楽合奏など、日ごろの活動成果を発表しましょう。
日時：12月13日(日)11:00～16:00　会場：新宿文化センター　大ホール(新宿6-14-1)
対象：区内小中学校・児童館などに通う子どもの団体。区内で活動する青少年団体。17団体程度(多数抽選)
申込み： 8月28日(金)必着。申込書（新宿文化センターで配布、新宿文化センターウェブサイトから

ダウンロード可）に必要事項を記入し、新宿文化センターへ郵送または持参。
その他：出演団体は事前打合せ会(10月中旬と11月下旬の2回)への参加が必要です。

　
問合せ：NHKエデ ケ シ ナル

区民割引あり Web
友
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チケッチケチチケットチケット：詳しくは

会場場 新
構構成構
　出開演前もからだをつかって遊ぼう！

開場中はホール内に用意した
遊び場で楽しめるよ！

出出演演 コンドルズ

あそいく公式ウェブサイトに

出出

くは
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チケット販売中

チケット販売中

8 （（7月休館日のお知らせ）） 新宿コズミックセンター13日（月）　／大久保スポーツプラザ21日（火）　／新宿文化センター14日（火）　／新宿歴史博物館13日（月）･27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6日（月）･13日（月）･21日（火）･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）
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広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

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/

展示中～7月23日（木）　
真彫会「鎌倉彫･版画」
7月24日（金）～8月27日（木）　
和紙折紙の会
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

みるっく

ギャラリーオーガード

7月
の

展示 8月
 サマー フェスタ

響 森のき

抽選でチケットなどが当たるスタンプラリーも行っています！

文京シビックホール　小ホール
アクセス：東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅直結
　　　　 都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅直結

今年もやってくる！ 文京シビックホールの夏休み！！

■チケット申し込み　
　シビックチケット 03-5803-1111
 （10：00～19：00土・日・祝休日も受付）

主催　文京シビックホール（公益財団法人文京アカデミー）

会場

推奨年齢推奨年齢年推奨年齢推奨年齢推奨年齢推奨年齢22歳～歳～ 推奨年齢推奨年齢年推奨年齢推奨年齢推奨年齢推奨年齢44歳～歳～ 推奨年齢推奨年齢年推奨年齢推奨年齢推奨年齢推奨年齢33歳～歳～

～ひとみ姫と楽器の国のおともだち～

7月25日（土）、26日（日）　
11：00開演
【出演】瀧本 瞳（司会・歌）、
シエナ☆フルーツ音楽隊
（フルート、クラリネット、パーカッション）ほか
【チケット】全席指定2,000円

※3歳未満の膝上鑑賞に限り無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

いわむらかずお原作
「14ひきのひっこし」童心社刊より

8月9日（日）　
①10：30　②14：00
【チケット】
全席指定2,000円

人形劇団ポポロ
「14ひきのひっこしだ」

8月1日（土）、2日（日）　
11：00開演
【出演】松村秀明（指揮）、
赤星啓子（ソプラノ）、高橋 淳（テノール）、
東京フィルハーモニー交響楽団の
メンバーによるミニオーケストラ
【チケット】全席指定3,000円　　

東京フィル・親子で楽しむ
“はじめてのオーケストラ”

フルーツの国の
おんがくパーティー♪

今年もやってくる！ 文京シビックホールの夏休み！！
0歳から入場OK!!

好評発売中!!●月曜定休（ただし7月20日は開館、翌火曜日も開館）
●午前10時～午後6時 ※入館は閉館30分前まで

旅の風景

安野光雅
ヨーロッパ周遊旅行

ゴンドラの唄（イタリア／ヴェネツィア）『歌の風景』より　ⓒ空想工房

2015
7.7tue-8.23sun

http://www.sjnk-museum.org/

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）

損保ジャパン日本興亜損保ジャパン日本興亜

新宿文化センター公演
■ 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、（6面）をご覧ください

フォークソングとは何か？
時代がこれだけ経ってね、自分たちがリアルタイムで経験してない
ものを膨らませて、間違いが増幅されてるのが今のフォークの全体
像です。話せば奥は深いんですけど、みんな浅いところを見ている
だけで、本当はこうですよという事を知っていただければと言う感じ
がします。まぁ、生まれるべくして生まれたのが日本のフォークソン
グです。生んだのはアメリカなんですけど、それを育んだのは‘70
年代という時代です。海の向こうではベトナム戦争があり、こっち
の方では受験地獄、交通戦争、‘70年安保がありという混沌の中、「実
は平和です」という大阪万博が行われたワケで、一番面白い時代に
生まれたモンなんです、アレは。『フォークソングが流れる街』に出
演するシンガーたちは、全員フォークソングという表現をやり続けて
います。INGだとすると年寄りだけじゃなくて、若い人にも聞いて
欲しいし、心に種が撒ければいいなぁって…

ハイタイ今
ち ゅ う

日拝
うが

なびら（皆さんこんにちは）！
沖縄の古謝美佐子です。
今年の夏も新宿が沖縄一色に染まります。新宿エイサーまつりの協力公演として行われる「沖縄
音楽フェスティバル」。今年は今までにも出演したことのある「石嶺聡子」「うないぐみ」「琉神」
に加え「HY」が初登場する豪華なラインナップ。琉球民謡、沖縄ポップス、カチャーシー、エイ
サー、沖縄獅子舞など、めくるめく沖縄の音楽芸能の世界を存分にお楽しみ下さいね。
７月２５日新宿文化センターでお待ちしています！！ 古謝美佐子(沖縄民謡歌手)

10/10（土）
16:00開演

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：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

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
【プレイガイド】チケットぴあ　http://pia.jp/
(講演Pコード：259-307、コンサートPコード：259-308）
イープラス　http://eplus.jp(PC･携帯共通)
※セット券、車いす席は新宿文化センターへお電話でお申し込みください。
※主催公演チケット購入方法(6面）参照　※未就学児入場不可

助成：（一財）地域創造
協力：全労済ホール／スペース・ゼロ／

Sharing ～シェアリング～2015in新宿／
（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

同時開催「高田渡写真展」
9月9日～10月12日　新宿文化センター1F エントランス（無料）

フォークソングの語り部が、その魅力をレク
チャーします。現代フォーク・シーンの猛
者が集結するコンサート、『フォークソング
が流れる街』の前哨戦となる熱いトークにご期待ください！
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：なぎら健壱
入場料：全席自由　一般3,000円　【新宿区民割引】2,500円

コンサートＳ席＆講演セット券　5,000円

Web
友区民割引あり

フォーク大集会
～新宿 カウンターカルチャー
　　　　　　ストーリー特別編～

レクチャー参加
で、

コンサートは

もっと楽しくな
る♪

フォーク
ソングが流れる街

このイベントでは、毎年ひとつのテーマに基づい
たファッションショーを開催しています。デザイン
画審査を通過した入選者の作品が、グランプリを
はじめとしたさまざまな賞を競います。そのほか、
協賛企業の素敵なプレゼントが当たる抽選会や、
アパレル審査員によるトークセッションの実施、
手づくり雑貨店の開催など、楽しい企画が盛りだ
くさんです。そのイベントのファッションショーを
飾る、あなたの力作をどしどしご応募ください！

●第７回のテーマ
OVER THE RAINBOW 多文化共生という名の虹。モードで超える、異文化のスペクトラム。
新宿は、街角で交差する国際交流の残像に彩られた場所です。異文化の色彩は絶え間なく変化し、
地域社会を活性化します。デザイナーは、新宿の空に掛かるカラフルな虹を想ってください。
●デザイン画部門
テーマに基づいたデザイン画（A4サイズ）を期間内に提出。メンズ、レディースどちらも可。審査に
よって、金賞・銀賞・銅賞の3点を選出し、賞状および副賞を授与。
※審査はテーマにふさわしいものを選考します。必ずしも絵の上手さを評価するものではありません。
応募資格：作品の実制作教育をまだ受けていないこと（服飾系学生の場合は、専門課程1年まで）。
居住地・デザイン経験不問。学生が入選した際は学校へその旨を報告します。

各賞(予定)：金賞（1名）2万円（商品券）・賞状、銀賞（1名）1万円（商品券）・賞状、銅賞（2名）5千円
（商品券）・賞状
●作品制作部門
テーマに基づいたデザイン画（A4サイズ）を期間内に提出。レディースに限る。デザイン画の第一次
審査によって、15～17点を選出します。入選者は作品を制作し11月21日（土）のファッションショー
（第二次審査）で発表。グランプリを競います。
応募資格：プロ・アマ問わず。年齢・性別・居住地・デザイン経験不問。第一次審査に入選した場
合、デザイン画に基づいた作品の実制作が可能な方。11月21日（土）のファッションショー開催日に
出席可能な方。※イベントに参加する際にかかる交通費や宿泊費等は全て本人負担となります。
各賞(予定)：グランプリ　副賞／30万円（商品券）・賞状、準グランプリ　10万円（商品券）・賞状、
新宿区長賞　5万円（商品券）・賞状、審査員特別賞　5万円（商品券）・賞状、伊勢丹新宿本店賞 
3万円（商品券）・賞状、オカダヤ新宿本店賞　3万円（商品券）・賞状、観客賞（制作者・モデル・メ
イク各１名）1万円（商品券）・賞状
●デザイン画受付期間：9月1日（火）～12日（土）17時必着
●『手づくり雑貨店』の出店者も同時募集！
11月21日（土）のファッションショー当日、会場のロビーにて手づくり服飾雑貨の小物市を開催しま
す。出店希望の方は、新宿ファッションフィールドの応募フォームから事前にお申し込みください。
●詳しい応募方法： 新宿ファッションフィールドウェブサイト（http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

bunka-center/）をご覧ください。

新宿ファッションフィールド2015個性豊かなデザイン画を
大募集！

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
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ください。
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：【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（6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

7/25（土）
16:00開演

区民割引あり

割引ありWeb
友

なななななななななななななななななななななななななぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎららららららららららららららららららららら健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱壱、、、、、、
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいににににににににに語語語語語語語語るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる！！！！

11月21日（土）開催新宿文化センター
大ホール

9/12（土）
16:00開演

ＨＹうないぐみ古謝美佐子

撮影：佐藤雄哉（平賀スクエア）


