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時間：18:30開演
（18:00開場）
会場：新宿文化センター 大ホール
（新宿6-14-1）
出演：桂文枝、三遊亭好楽、三遊亭円楽
区民割引あり Web
入場料：全席指定
［一般］
S席4,000円 A席3,500円 B席2,500円
［新宿区民割引］
S席3,500円 A席3,000円 B席2,000円
Web
【先行予約】8月12日(水)12:00～

落語in和室

8月15日(土)9:00～新宿文化センター
8月17日(月)9:00～新宿コズミックセンター、9:30～新宿歴史博物館
8月16日(日)9:00～新宿文化センター Tel 03-3350-1141
8月16日(日)10:00～
※くわしくはチケット購入方法(4面）
参照
問合せ：新宿文化センター
Pコード：
Tel 03-3350-1141 Web
444-937

よ い

特別企

毎年恒例！

8月5 日号

今年は
上方落語の桂文枝と
笑点でお馴染みの︑
三遊亭好楽︑
三遊亭円楽による
豪華東西夢の三人会︒
テレビでは見られない
本格的な落語を
たっぷりと
ご堪能ください！

18:30 開演

「宵の夏寄席」

画

日時：8月28日
（金）
19:00開演
（18:30開場）
20:30頃終演予定
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）
立川らくみん(立川流・前座)
定員：60名
（先着順） 入場料：800円
※「落語in和室」通常公演の回数券を利用され
る場合は2枚お支払いください。
申込み：当日会場にて受付
（未就学児入場不可）
立川らくみん
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701
立川談修
※開演中、他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。

毎月二回の
お楽しみ！
！

落語in和室

初の宵の寄席！
夏の夕涼みがてら、
お出かけください。
お仕事帰りの方にも
おすすめです！

大ホール

9/5（土）

16:00開演

フレッシュ名曲コンサート

次号は8月20日発行です。

Tel 03-3232-7701
（代表）Fax 03-3209-1833

第八回 新宿文化寄席

10 26

桂文枝
三遊亭好楽
三遊亭円楽

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

新宿文化センター

日時：8月21日
（毎月第3金曜日）
10:30開演
（10:00開場）
会場：新宿文化センター ４階和会議室（新宿6-14-1）
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

瀧川鯉丸
（8月21日出演）

柳亭明楽
（9月7日出演）

入場料：各回４００円 お得な回数券もあります
申込み：当日会場にて受付
（未就学児入場不可）
協力：公益社団法人落語芸術協会

日時：9月7日
（毎月第1月曜日）
10:30開演
（10:00開場）
会場：大久保スポーツプラザ ３階和室（大久保3-7-42）
定員：60名
問合せ：スポーツ課 Tel 03-3232-7701

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
～フラメンコ＆カルメン・ハイライト～

区民割引あり

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。
会場：新宿文化センター 大ホール
（新宿6-14-1）
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 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〉
円光寺雅彦
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」
ハイライトほか
入場料：全席指定 ［一般］
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
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 問合せ：新宿文化センター

相田麻純

笛田博昭

ⓒTaikan Usui

Tel 03-3350-1141

与那城敬

菊地美奈

小林由佳

Web

長谷川哲夫

Pコード：
265-026

タクトシステム株式会社 営業本部 第二課
詳しくは8月20日号および
レガス紙担当 高橋 14
沙門様

C ont e nt s

予告 新宿歴史博物館
「お江戸のなんでも
ランキング」展

2面

親子日本語教室

3面

新宿ファッションフィールド
2015 作品募集

毎年全国各地から1万人を超えるランナーが新宿に集結し、新宿のま
ちを駆け抜けるこの大会。前回に引き続き、明治神宮野球場をメイ
ン会場とし、大都会新宿を駆け抜けるコースで開催します。

4面

ランナーエントリー募集予定

2016年1月31日日

8月20日
（木）
に
大会ウェブサイトへ公開します。

問合せ：新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン
実行委員会事務局
（新宿未来創造財団）
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
Tel 03-3232-7701
（平日9:00〜17:00)

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

8 月24日(月)18：00～19：30
知らないと損をする！！

『生前贈与の落とし穴』
相続税負担を和らげるための対策の一つとして
早いうちに資産を子供に贈りたい
★ 節税に有効な生前贈与って、あるの？
★ 財産を圧縮する効果的な贈与とは
★ 「みなし贈与財産」って、なに？
★ そんなあなたの疑問にお答えします！

★

★

無料

●会費
●講師 税理士 吉田浩三
●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
高田馬場 1-24-16 内田ビル４Ｆ

TEL：03-3205-4951
FAX：03-3025-4950
ts-kaikei@tkcnf.or.jp
高田馬場駅早稲田口 ５分

新宿文化センター Tel 03-3350-1141

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

大丸ピーコック裏
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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 協働企画展

熊本と新宿をつなぐ作家

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。

！
好評開催中

漱石・八雲
開催中～8月30日（日）

時間：9:30〜17:30
（入館は17:00まで）
休館日：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

夏目漱石肖像
（当館蔵）

朗読会

新宿歴史博物館 所蔵資料展

pref. kumamon

文化講演会

無料

「生命大躍進」脊椎動物 進化の道筋

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：開催中〜8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。

時代小説『鬼平犯科帳』の主人公・長谷川平蔵は、新
宿区にもゆかりがある実在の人物です。江戸庶民文化
にまつわる史跡の多い両国界隈に、
「鬼平」の情景を求
め歩きます。
（土）
9:00～12:00
（雨天決行・荒天中止）
日時：9月19日
集合：JR
「両国駅」
コース(予定)：両国国技館→両国橋→回向院→吉良邸
「名所江戸百景
跡→二之橋(軍鶏なべ屋｢五鉄」
）
→弥勒寺→五間堀跡→
両国橋大川ばた」
歌川広重 国立国会図書館蔵
長谷川平蔵旧居跡
（約4km）
解散：都営新宿線「菊川駅」 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：8月20日（木）必着。往復はがきに記載例（下段）のほか、同伴
Web
者
（1名まで）
の氏名・年齢を記入し、新宿歴史博物館へ。

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。
（土）
・22日
（土） 各日10:00～15:00
日時：8月15日
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
Ⓒ2010 kumamoto

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
地下1階 企画展示室
申込み：不要。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。

れきはく自習室

向両国 「鬼平」のルーツを訪ねて

予告

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

歴 史・文化探訪

れきはくカフェ

小泉八雲肖像
（小泉家提供）

10月4日
（日）
まで国立科学
博物館で開催されている
「特別展 生命大躍進」に
あわせ、見どころを紹介す
る文 化 講 演 会を開 催しま
す。
日時：8月30日
（日）
14:00～15:45
会場：新宿歴史博物館
2階講堂
アノマロカリス
（学名:アノマロカリス・カナデンシス）
講師：山田格
（国立科学博物館 名誉研究員） ロイヤル・オンタリオ博物館蔵
定員：120名
（多数抽選） 共催：ＮＨＫ
申込み：8月14日（金）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名まで。

関連講演会Ⅰ

無料

お江戸のなんでも
ランキング番付の楽しさ

〈番付という文化〉と
歌舞伎

－ランキングとプログラム－

江戸の庶民に親しまれた番付は歌舞伎や相
撲から発祥したと考えられています。歌舞伎
や文楽を中心に研究し、『演劇界』などに歌
舞伎評も執筆されている児玉先生が、番付
文化と歌舞伎に焦点を当てて講演します。
日時：9月26日(土） 14:00～16:00
会場：新宿歴史博物館 2階講堂
講師：児玉竜一
（早稲田大学文学学術院文学部教授・
早稲田大学演劇博物館副館長）
定員：60名(多数抽選） 料金：500円
申込み：9月9日(水）必着。往復はがきに記
載例(下段）のとおり記入し、新宿歴
Web
史博物館へ。はがき1枚で1名まで。

江戸庶民の間で親しまれた番付。くらしの中の様々
なもの、名所、芝居、酒、色、天変地異から江戸
自慢・・・。 今で言うランキングの元祖にスポット
を当てた展示会です。
▶
「善悪何四書」
江戸時代
家族の大黒柱である亭主のあり方をランク付けしたもの。
理想の亭主像とは？

9月19日（土）～11月23日（月祝）

休館日：9月28日
（月）
、10月13日
（火）
・26日
（月）
、11月9日(月)
会場：新宿歴史博物館 地下1階企画展示室(三栄町22)
。
全３色
色は
は
今年
かな？
何色

絵日記
コンテスト

錦絵 「牛込神楽坂 築土明神
赤城明神」 江戸時代

「GO ! はくぶつかん」バッチを集めよう！

ミュージアム
ショップ

伝統の
“粋”本染めふろしきをお手元に
漱石・八雲・
芙美子の
サイン入り

新宿歴史博物館の「夏休みイベント」に、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。

イ

フ

ア

ッ

プ

講

仏像の魅力を探る

～法華寺・新薬師寺・西大寺・
大安寺の仏像～

日本の伝統柄である、七宝つなぎ（緑）と行儀小紋（紺）
の２種類。 ご来館の記念やプレゼントにどうぞ！
（大きさ：約90cm×約90cm） 価格：各1,000円
（税込）
販売場所：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2-421)、中村彝アトリエ記念館
（下落合3-5-7)、新宿コズミッ
クセンター（大久保3-1-2)

座
新宿文化センター
で開催！

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/
往信（表）

返信（裏）

返信（表）

記入しない

マークの付いた講座
は、インターネット
から申し込み可

申込者氏名

52

申込者住所

Web

（往復はがきの場合）
円

52

申込先名

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。

（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/

申込先所在地

日時：10月20日、11月17日、12月15日、
平成28年1月19日、2月16日
火曜日
（全5回）
19:00～20:30
会場：新宿文化センター 小ホール
（新宿6-14-1）
講師：金子典正（京都造形芸術大学教授、仏教美術史・東洋
美術史専攻）
定員：100名
（多数抽選 区内在住･在勤・在学の方優先）
料金：全3,500円
申込み：9月29日
（火）必着。 往復はがきまたは受信可能な
FAXにて、記載例（右記）のとおり記入し、新宿文化
Web
センターへ。Fax03-3350-4839
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

記載例

申込先
新宿コズミックセンター

円

広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

2

番付 「善悪何四書」江戸時代

夏休み期間中に、下記のイベントに参加した子どもたちに、
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、おひとり1個）
・絵日記コンテスト
（絵日記を博物館へ持参した方）
など

ラ

無料

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

※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。
※新宿歴史博物館への申込みで、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。

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

がいこくじん

おや こ

に ほ ん ご きょう し つ

Family Japanese Language Class
for Foreign Residents

外国人のための親子日本語教室
こ さま

とう

かあ

たく じ

つ

お子様のいるお父さん、お母さんのための託児付き

Class with free childcare for parents of small children.
Date and Time：
Semester 2: September 19 to November 21
Semester 3: January 9 to March 12
Every Saturday (Ten classes per semester)10:00 to 12:00
Location：Okubo Elementary School 3FL Tsutsuji
Room (1-1-21 Okubo)
Eligibility： 20 parent-and-child pairs with
introductory to beginner level Japanese (parents
may also attend without their children)
Fee：500 yen (for ten classes) childcare is free
Co-host：Shinjuku Niji-no-kai
To Apply： First come, first served. Write name
(with furigana), child’
s name (with furigana) and
age, language(s) used, nationality, address, and
telephone number (fax). Send by fax, e-mail, or
post to the Cultural Exchange Division. Fax 03jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
3209-1833
For more information：contact the Regional
Exchange Division. Tel 03-3232-5121
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料金：500円
（全10回分）
託児無料 共催：新宿虹の会
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問合せ：地域交流課 Tel 03-3232-5121

面向外国人的亲子
日语培训班

외국 인 가 정을 위 한
일본어 교실

为有孩子的父母准备的附带托儿服务的培训班。
日期 ：2学期 9月19日～11月21日
3学期 1月9日～3月12日
每周六10:00～12:00开班（各学期共10次）
会场 ：大久保小学3层杜鹃花教室（大久保1-1-21）
对象 ：日语入门〜初级水平的亲子组20
组，仅家长参加亦可
费用 ：500日元（10次份）免费托儿
共同举办 ：新宿区虹之会
申请 ：按先后顺序。请填写好姓名（假名
注音）、小孩的姓名（假名注音）
・年龄、
熟悉的语言（可复数）、国籍、地址、电话
号码（传真），通过传真、电子邮件、邮寄
等任何一种方式发送至地域交流课进行申
请。 传 真 03-3209-1833 jigyou@regasushinjuku.or.jp
咨询 ：地域交流课 电话03-3232-5121

자녀가 있는 아버지, 어머니를 위한 탁아를 겸한 교실입니다.
일시：2학기 9월 19일~11월 21일
3학기 1월 9일~3월 12일
매주 토요일10:00~12:00개최
(각 학기 모두 10회)
장소：오오쿠보 초등학교 3층 츠츠지룸(오오쿠보1-1-21）
대상：일본어 입문~초급 레벨의 부모와 자
녀 20쌍, 부모만 참가도 가능
비용：500엔(총 10회분) 탁아 무료
공동주최：신주쿠구 니지노카이
신청：선착순. 이름(발음표기), 자녀 이름
(발음표기)·연령, 가능한 언어(있는 대로),
국적, 주소, 전화번호(팩스)를 기입하신 후,
팩스나 이메일 또는 우편을 이용하여 지역
교류과로 보내 주십시오. 팩스 03-3209jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
1833
문의：지역교류과 전화 03-3232-5121

お知らせ
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。
お とぎ ぞう し

その謎に迫る番組と、古くから伝わる物語集「御伽草子」の中から、
あめわかひこものがたり

「天稚彦物語」
のお話を投影します。
投影日：8月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

和製 ポップスグループ

ふくろうず

問合せ Tel 03-3232-7701

GO！ロマンチックコンサート ～大気圏突入編～

初秋の未体験ゾーン プラネタリウムでミーツ！ 星空をテーマに、プラネタリウムで繰り広げられる「プレミアムなコンサート」
新宿区民のみなさまに、
「区民優待チケット」
を販売いたします！
日時：9月5日
（土）第1部 16:00開演
（15:30開場）第2部 18:30開演
（18:00開場）
※第2部は中学生は要保護者送迎 出演：ふくろうず

（金）
8月7日

[区民優待チケット]
販売開始 ！
入場料：前売1,500円 各回30名(先着順)
完売になり次第販売
対象：区内在住・在学・在勤の方で中学生以上 ※身分証明書等が必要です
終 了。 新 宿 未 来 創
申込み：8月7日(金) ～16日(日) に新宿コズミックセンター １階窓口にて
造財団ウェブサイト
でご確認ください。
(お一人2枚まで) 9:00～17:00

[一般チケット] 全席指定 前売 3,500円 申込み：HOT STUFF PROMOTION Tel 03-5720-9999
共催：株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ 協力：HOT STUFF PROMOTION

「新宿文化センター友の会」が始まります！

文 化・芸 術・生 涯 学 習 区 民の文 化 祭

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。
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して頂きます。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。
※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。
・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・●・・・・・

新宿文化センター開催イベント
ボランティア募集！

ご協力いただいた方にはQUO
カードを進呈いたします。
ご来場のお客様の受付や展示作品の見回り、舞台転換作業や展示作業など
申込み：所定の申込書（新宿文化センター、各生涯学習館で配布）に記入の上、郵送、FAXまたは直接
新宿文化センターまで。申込書は新宿文化センターウェブサイトからもダウンロードできます。
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141 Fax 03-3350-4839

広告スペース

レガスパーク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

新宿英語クラブ 高田馬場駅から3分
小学生低学年～大人 欧州議論型言語教育
080･9985･2622 y.iwai.shinjuku@gmail.com

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

英文法教室 文法習得は短期早期がコツ！
3ヶ月コース中高生より初歩少数 水曜夜新大
久保 駅近 3209-2061 ☎水曜夜間体験有

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

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

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

『Oh! レガス新宿ニュース』
に広告を掲載しませんか？ 詳しくは http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/

新宿区共催

無料

新宿区生涯学習 フェスティバル2015
『写真展』作品募集 優秀な作品には

表彰があります。

みなさんの作品で《新宿の秋》を彩ってみませんか?
展示期間：11月9日(月) ～11月22日(日) 9:00～21:30 ※10日(火)は休館日
会場：新宿文化センター 1階ロビー（新宿6-14-1）
対象：区内在住・在勤・在学および区内施設で活動しているアマチュアの方
（1人1組）
まで。
募集内容：テーマ自由。カラー、白黒、セピアなど。1人2点まで、組み写真は1組3枚
作品サイズは四切
（ワイド含む）
、六切、Ａ4。画像処理を施したものはその旨を申込書に明記すること。
申込み：10月16日
（金）必着。直接または郵送（返信用切手を貼った封筒を同封）
で所定の申込
書と作品
（額装なし）
を同封し、新宿文化センターまたは各生涯学習館へ。募集要項・申込書は
新宿文化センターウェブサイトからダウンロード可。今年度よりお申し込み先が新宿文化セン
ターに変わりました。 問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

気軽に ワン

コ イ ン コ ン サ ート
～トワイライト・ジャズ・ピアノ〜
500

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
「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
曲目：マルティーノ
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。
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

無料

夏の終わりに、ジャジーな♪

ボサノヴァコンサート

日時：8月27日
（木）
12:00～13:00
会場：新宿コズミックセンター 1階ロビー
出演：安藤和夫(サックス) 、福島崇(ベース)、高橋恭子(ピアノ)、小川やよい(ギター &ボーカル)
曲目：代表曲
「WAVE」
「いそしぎ」
「FLY ME TO THE MOON」
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

Tel 03-3232-7701(平日9:00〜17:00)
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チケット購入方法

新宿文化センター公演

窓口販売

プレイガイド

①新宿文化センター
②新宿コズミックセンター
③新宿歴史博物館
※休館日を除く。

webtomo/

チケットぴあ

新宿文化センター

①オンライン即時決済
（クレジットカード）
Web
②セブン‒イレブン引換 ※ご予約後1週間以内

http://pia.jp/

Tel 0570-02-9999
［Pコード：×××-×××］

電話予約

ご予約後1週間以内にいずれかの方法でお支払いください。
①窓口引換：新宿文化センター窓口
（新宿6-14-1）
②郵 便振替：予約済み公演名・枚数・席種・予約者の住所・氏名・
電話番号を明記のうえ、下記振込先へ。

ローソンチケット

Tel 0570-084-003
［Lコード：×××××］

Tel 03-3350-1141

⇒受付時間：9:00～19:00（休館日を除く）

イープラス

振込先

http://eplus.jp/
（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

小ホール

8/22（土）・

23（日）

11:00開演
15:00開演

18:00開演

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

※振込手数料はお客様のご負担となります。

チケット発売中！

しょうへい

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
新宿文化センター
ダンス・プロジェクト2015

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。（全席自由）
時間：①おとな向け
「FEED&BLEED」 8月22日
（土） 18:00開演
［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
（邦題
“あっちこっち”
）
15:00開演
［一般］
1,500円、小学生以下500円 ※1歳6カ月以上対象 ※2回公演
協力：

区民割引あり

Web

大ホール

10/10（土）
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

9/13（日）

大ホール

松田幸一・LIVE IN 新宿

16:00開演

9/18（金）

〜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。
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
Web

区民割引あり

大ホール

10/17（土）
19:00開演

豪華なジョイント・ライブが実現！

高橋幸宏 & LOVE PSYCHEDELICO

18:00開演

新宿区民招待のご案内

Web

☆200名様ご招待 8月17日
（月）
必着
日時：8月30日
（日）
14:00開演 会場：大ホール
曲目：グリンカ歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、チャイコフスキーバレエ組曲「白鳥の湖」
、チャイコ
フスキー交響曲第2番
「小ロシア」 指揮：和田一樹
☆各日50名様ご招待 8月30日
（日）
必着 ※申込みの際は希望公演日をご記入ください。
日時：9月12日
（土）
17:30開演 13日
（日）
14:00開演 会場：大ホール
演目：U．ジョルダーノ作曲
「アンドレア・シェニエ」 指揮：草川正憲 演出：園江治

早稲田大学交響楽団秋季演奏会

☆200名様ご招待 8月30日
（日）
必着
日時：9月26日
（土）
14:00開演 会場：大ホール 曲目：ベートーヴェン
「交響曲第1番 ハ長調 作品21」

Oh! レガス 2015.7.05号
申込み 各締切日までに、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、または
損保ジャパン̲AD
郵便はがき（返信用はがき不要）に公演名と日時（いずれか一つ）
、希望人数（1名または2
w48×h76㎜）

名）
、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。

安野光雅
ヨーロッパ周遊 旅 行

2015
7.7tue- 8.23sun

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
●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

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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個性豊かなデザイン画を大募集！
広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

旅の風 景

高橋博子
オルガンリサイタル
Web

区民割引あり
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～

Pコード：
267-705

※7月5日発行号の同記事にて会場表記に誤りがありました。正しくは新宿文化センター 大ホールです。お詫びして訂正いたします。

大ホール

10/31（土）

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

8月15日
（土）
先行販売開始！

11:00開演
15:00開演

新宿区民オペラ
「アンドレア・シェニエ」

損保ジャパン日本興亜

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

オルガン日和

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。
出演：ムッシュかまやつ+泉谷しげる
入場料：全席指定 ［一般］
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

オーケストラアンサンブル豊島 第18回定期演奏会

Web

［講演］ ［コンサート］
Pコード：259-307 259-308

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。
出演：高橋博子
（新宿文化センター専属オルガニスト）
区民割引あり
曲目：フランク 奉献唱ロ長調
「ハルモニウムのための5つの作品」
より、ほか

11/29（日）

区民割引あり

新 宿 文 化センター 公 演

19:00開演

大ホール

高橋幸宏とLOVE PSYCHEDELICOとの奇跡の“Special Session”が実現。
前代未聞のスペシャル企画をお見逃しなく！
出演：高橋幸宏、LOVE PSYCHEDELICO ほか
入場料：全席指定 ［一般］
5,000円 ［新宿区民割引］
4,500円
Pコード：
267-063

フォーク
ソングが流れる街

入場料：全席自由 ［一般］
2,000円、
［新宿区民割引］
1,000円

“Special Session”

Web

●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をお持ち
ください。 ※証明書1通で4枚まで。
●車 イス用の鑑賞席は、新宿文化センター
（電
話）
にてお求めください。※枚数限定販売。
●未 就学児の入場はご遠慮ください。
※一部公演を除く。
●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ございます。
●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。

1970年代の主役、『団塊の世代』
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。この
コンサートでは、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。
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：
［一般］
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 ※セット券は新宿文化センターへお申し込みください。
助成：
（一財）
地域創造
小ホール
区民割引あり
協力：全労済ホール／スペース・ゼロ
9/12（土） フォーク大集会
～新宿 カウンターカルチャー
Sharing 〜シェアリング〜2015in新宿
16:00開演
ストーリー特別編～
（公財）
江東区文化コミュニティ財団／ティアラこうとう
フォークソングの生き字引『なぎら健壱』を講師に迎え、日
江東フォークフェスティバル
本のフォークソングをたっぷりと私的にレクチャーします。
Web

小ホール

ご購入の際のお願い

ご予約後の流れ

※お取り扱いのない公演もあります

9:00～19:00
9:00～19:00
9:30～17:00

お支払は現金のみ。

電話予約

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/
Web
の公演は、新宿文化センターウェブサイトから予約可 ※要事前登録

1日2回公演！
構成・映像・振付：近藤良平 出演：コンドルズ
入場料：全席指定
［前売］
大人2,300円 子ども
（小学生以下）
1,200円
［当日］
大人2,500円 子ども
（小学生以下）
1,400円
※未就学児は要保護者同伴
（託児なし・ベビーカー預かり有）
。
※年齢にかかわらず、座席を使用する場合はチケットが必要になります。
※公演中に撮影した画像などは、広報目的に使用させていただく場合
がございます。

問合せ：NHKエデュケーショナル
主催：NHKエデュケーショナル

グランプリの副賞は30万円！

※副賞は商品券でのお渡しになります。

新宿ファッションフィールド2015

Tel 03-3462-8152
（平日 10:00～18:00）

11月21日（土）
開催
新宿文化センター
大ホール

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。
デザイン画審査を通過した入選者の作品たちが、グランプリをはじめとした様々な賞を競います。
あなたの力作をどしどしご応募ください。手づくり雑貨店の出店希望者も同時募集！
●今回のテーマ

OVER THE RAINBOW

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！

手づくり雑貨店
の出店者も
募集！

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」
「作品制作部門」
募集中！
詳しい応募方法は、新宿ファッションフィールドウェブサイトをご覧ください。

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

Lコード：
30050

ギャラリーオーガード

みるっく

8月
月
展示 9
の

展示中〜8月27日(木)まで
和紙絵の会
8月28日(金) 〜9月24日(木)
新宿クリエイターズフェスタ2015
展示場所：ギャラリーオーガード
“みるっく”
（歌舞伎町1-30）
ギャラリーオーガード
問合せ：
新宿文化センター
歌舞伎町
西武
Tel 03-3350-1141
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

新宿コズミックセンター10日（月） ／大久保スポーツプラザ17日（月） ／新宿文化センター11日（火） ／新宿歴史博物館10日（月）･24日（月） ／林芙美子記念館･佐伯祐三アトリエ記念館･中村
（
（8月休館日のお知らせ）
）
彝アトリエ記念館10日
（月）
･17日
（月）
･24日
（月）
･31日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉10日
（月）〈戸山･北新宿〉24日
（月）

