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10/14（水）12:00～
友の会先行販売開始！
区民割引あり

会場：新宿文化センター 大ホール
（新宿6-14-1）
出演：茂山千五郎、茂山正邦、茂山茂、
野村万作
（人間国宝）
、野村萬斎、石田幸雄、
深田博治、高野和憲、月崎晴夫 ほか
演目：茂山正邦・野村萬斎によるトーク
『萩大名』(はぎだいみょう） 茂山千五郎 茂山正邦 茂山茂
『舟ふな』(ふねふな） 野村万作 石田幸雄
『首引』(くびひき） 野村萬斎 深田博治 高野和憲 月崎晴夫 ほか
入場料：全席指定
[一般] S席 4,500円 A席 3,500円 B席 2,500円
[新宿区民割引] S席 4,200円 A席 3,200円
[友の会割引] S席 4,000円 A席 3,000円
友の会先行予約 10月14日(水）
12:00～

W e b 先行予約 10月19日(月）
12:00～
10月21日(水）
9:00～新宿文化センター
10月22日(木）
9:00～新宿コズミックセンター
9:30～新宿歴史博物館
10月22日(木）
9:00～ Tel 03-3350-1141 新宿文化センター
10月21日(水）
10:00～プレイガイド
※詳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 Tel 03-3350-1141
Web

新宿区指定無形民俗文化財

や ぶ さ め

無料

高田馬場流鏑馬の公開

よ

高田馬場流鏑馬は享保13年（1728）
、徳川八代将軍吉宗が世
つぎ

ほうそうへい ゆ

嗣の疱瘡平癒祈願のために奉納したことが始まりとされていま
す。年に1度開催される神事をこの機会にぜひご覧ください。
日時：10月12日
（月祝）
14:00～15:30
会場：都立戸山公園箱根山地区
（戸山3丁目）
東京メトロ東西線
「早稲田駅」
下車徒歩約8分、副都心
線
「西早稲田駅」
下車徒歩約10分
※公共交通機関をご利用ください。自転車でのご来
場もできません。
主催：高田馬場流鏑馬保存会
後援：新宿区、新宿区教育委員会、東京都教育委員会
協力：穴八幡宮、新宿歴史博物館（公益財団法人新宿未来
創造財団）
申込み：当日直接ご来場ください。
その他：立ち見での観覧となります。
問合せ：新宿歴史博物館 Tel 03-3359-2131

Web

Pコード：
446-679

野村万作

野村萬斎

石田幸雄

茂山千五郎

茂山正邦

茂山茂
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2016年1月31日日

大会協賛企業・団体 ボランティアスタッフ 募集中！

タクトシステム株式会社 営業本部 第二課
レガス紙担当 同時開催
高橋 沙門様
第１回日本IDハーフマラソン選手権大会

C o nt e nt s

詳しくは大会ウェブサイトをご覧ください。

ランナーエントリー エントリー方法およびスタート時間が変わりました！

新宿歴史博物館
「お江戸のなんでも
ランキング」開催中

2面

国指定史跡
「林氏墓地」の公開

2面

早島万紀子
クリスマス・オルガン・コンサート

4面

新宿文化センター新春吉例

平成28年

次号は10月20日発行です。

Tel 03-3232-7701
（代表）Fax 03-3209-1833

新春を彩る毎年恒例の本会︒
狂言の頂点に立つご両家のスーパースターたちが一堂に会し︑新春の幕開けを寿ぎます！

大ホール

新春名作狂言の会

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

多数のお申込み
一般エントリー（9月25日現在）
●ハーフマラソン・10km（先着順） 定員に達しました。 ありがとうございました。
●健康マラソン 受付中～10月16日
（金） 定員に達している種目もございます。
個人協賛ランナーエントリー 受付中～10月16日
（金）
エントリー先：スポーツエントリー
Tel 0570-550-846
http://www.sportsentry.ne.jp

新宿シティハーフマラソン

で検索！

問合せ：大会実行委員会事務局(新宿未来創造財団)
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/schm/
競技に関すること
Tel 03-3232-3993
ボランティアに関すること Tel 03-3232-5121
そのほか大会全般
Tel 03-3232-7701
エントリーに関すること
（スポーツエントリー） f 0120-711-951
IDハーフマラソンに関すること Tel 080-4429-1672

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

弁護士に聞いてみよう！

ｾﾐﾅｰ開催のご案内

10 月21日(水)14：00～15：30
『高齢者向け住宅とﾄﾗﾌﾞﾙ』
高齢者向け住まいってどんなものがあるの？
契約するときにはどんなことに注意したらいいの？
★ 入居時の説明とどうも違う場合には？
★ 退居しようとする際に起こりがちなこと
★ 親を退居させるように要求されました･･･
★ 運営会社が経営破たんしてしまいました！
★
「ホームロイヤー」
って言葉を聞いたのだけど･･･
★
★

●会費
●講師
●申込
●会場

無料
内田耕司
TEL･FAX･ﾒｰﾙにて
弁護士

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 ３分

��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

大丸ピーコック裏

新宿区では10月〜11月を文化月間とし、新宿のまち全体で新宿フィールドミュージアム2015を開催します。
このマークがついたイベントも参加イベントとして
「文化芸術創造のまち 新宿」
を彩ります。
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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 所蔵資料展

歴史講座

無料

所蔵資料展 関連

江戸のくらし

今回の所蔵資料展では、江戸時代に出版された多彩な番付にスポットを当ててい
ます。所蔵資料展の開催に伴い、各講師が江戸時代の庶民のくらしをご紹介します。
日にち

内容

講師

11月7日
江戸の町
（土）

11月14日 番付で考える
（土） 黒船騒動

江戸庶民の間で親しまれた番付。名所旧跡や職業、芝居、酒、
色と欲、天変地異から江戸自慢まで。江戸っ子の人情や常識、
感性を豊かに伝えてくれる多彩な番付をお楽しみください。

開催中～11月23日（月祝）

時間：9:30～17:30（入館は17:00まで） 休館日：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)

国指定史跡「林氏墓地」の公開

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：10月24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。はがき1枚で1名まで。

番付「善悪何四書」江戸時代

「新宿登場番付集」

無料

徳川幕府に儒学思想の一つである朱子学をもって仕えた儒学者
林羅山とその一族の墓81基が保存されています。八代述斎から
十一代復斎までの4基の墓は儒葬の形式を留めており、貴重な文
化遺産です。※博物館ボランティアガイドによる解説付き。
日 時：10月31日（ 土 ）
、11月1日（ 日 ）
・3日（ 火 祝 ）10:00～
15:00 会場：国史跡林氏墓地
（市谷山伏町1-15) 都営大江戸線
「牛込柳町駅」
から徒歩５分 申込み：当日直接ご来場ください。

歴史・文化探訪
「市ケ谷・牛込絵図」
を片手に

林氏墓地へ

江戸時代の町並みを視覚的に理解できる「江戸切絵図」を
片手に、市谷を抜けて、公開中の林氏墓地を目指します。
このエリアには江戸時代以来のお寺も多く、大田南畝ゆか
りの浄栄寺や近藤勇の試衛館跡など多くの文化財・史跡が
点在しています。閑静な住宅街のなかに江戸の歴史をたど
ります。 途中、柳田國男旧居跡、縄文人骨の出土した市
谷加賀町2丁目遺跡にも寄ります。
日時：11月1日
（日） 9:00～12:00 （雨天決行・荒天中止）
集合：新宿歴史博物館
（予定） コース(予定)：高須藩主松平家上屋敷跡
（新宿区地域文化財）
→柳田
國男旧居跡
（新宿区指定史跡）
→浄栄寺→市谷加賀町2丁目遺跡→試衛館跡→経王寺→林氏墓地
（国
指定史跡）約5㎞ 解散：林氏墓地（市谷山伏町1-15） 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：10月23日
（金）
必着。往復はがきに
Web
記載例
（下段）
のほか、同伴者
（2名まで）
の氏名・年齢を記入し、新宿歴史博物館へ。

林芙美子記念館 建物内部特別公開
さまざまな
「放浪記」 芙美子の「愛らしい家」
林芙美子の自伝的小説
「放浪記」
は、映
画、劇作品になり、今も人気の作品で
す。さまざまな
「放浪記」
を紹介します。

『放浪記』
（昭和5年）
改造社

伝統芸能講座

と う せ ん きょう

秋の投扇興入門

投扇興は、扇を投げて的に当て、その落ち方を
源氏物語などに見立てながら点数を競う“お座
敷遊び”。江戸の人々の見立ての文化、雅な遊
び心が息づく
「投扇興」
を体験しましょう。初心者
の方歓迎、和服でのご参加も大歓迎です！！
日時：11月15日(日） 13:30～16:00
会場：新宿歴史博物館 2階講堂 (三栄町22）
講師・協力：神楽坂投扇興の会
定員：60名(多数抽選） 料金：500円
申込み：11月1日(日）必着。往復はがきに記載例(下
段）のほか、同伴者（1名まで）の氏名・年齢を
Web
記入し、新宿歴史博物館へ。

コニカミノルタプラザ×新宿歴史博物館

協働企画写真展

無料

新宿−変容する都市の記憶−

世界一のターミナル駅を中心に発展を続ける新宿には、現在と
は大きく様変わりした場所や、今なお昔の面影を残す街並みが
あります。本展では、懐かしい昭和の新宿を、コニカミノルタ
プラザと新宿歴史博物館の協働企画としてご覧いただきます。
期間：10月31日
（土）
～11月24日
（火） 休館日：会期中無休
時間：10:30～19:00
（最終日は15:00まで）
会場：コニカミノルタプラザ ギャラリー A
（新宿3-26-11 新宿高野ビル4F）

主催：コニカミノルタプラザ、新宿歴史博物館 問合せ：コニカミノルタプラザ Tel 03-3225-5001

特別展
「始皇帝と大兵馬俑」
関連講演

無料

「始皇帝が夢見た『永遠』」
「東京文化財ウィーク」にちなみ、普段立ち入ることの
できない林芙美子記念館（東京都選定歴史的建造物）
の建物内部を特別に公開いたします。この機会に是非、
室内から見る晩秋の庭園をご堪能ください。
※11月16日
（月）
は休館日の開催のため、さらにゆっく
りとご鑑賞いただけます。
日時：11月15日
（日）
・16日
（月） 10:00～、13:00～、
14:30～各日3回実施（各回70分） 定員：各回20名
（多数抽選） 料金：300円（入館料含む） 申込み：10
月31日（土）必着。往復はがきに記載例（下段）のほか、
希望日・希望時間・同伴者
（1名まで）
の氏名・年
Web
齢を記入し、新宿歴史博物館へ。

江戸の遊び

江 戸 時 代 後 期か
ら 明 治 にか け て
流行ったおもちゃ

10月27日（火）から平成28年2月21日（日）まで、東京国立博物
館平成館にて開催される特別展「始皇帝と大兵馬俑」のみどころ
を紹介します。
日時：11月8日
（日）
14:00～15:45
（13:30開場）
会場：新宿歴史博物館 2階講堂
（三栄町22）
講師：谷豊信
（東京国立博物館学芸研究部長）
定員：100名
（多数抽選） 共催：NHK
（右から）跪射俑／軍吏俑／将軍俑／歩兵俑／立
申込み：10月19日
（月）必着。往復はがきに記載例（下段）のと 射俑 秦時代・前３世紀 秦始皇帝陵博物院蔵
おり記入し、新宿歴史博物館へ。はがき1枚で1名まで。 ©Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau &
Shaanxi Cultural Heritaｇe Promotion Center

佐伯祐三アトリエ記念館
（中落合2-4-21）

ミニギャラリー

新宿歴史博物館
臨時休館のお知らせ

40年前の佐伯公園

〒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（表）

52

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

Web

返信（裏）

申込者住所

52

（往復はがきの場合）
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。

新宿歴史博物館

申込先名

佐伯祐三
とその遺
族 の 没
後、佐伯
の アトリ
エ兼自宅
母屋の残る佐伯祐三旧居 (昭和50年) は新宿区
が購入し、昭和50年に新宿区立佐伯公園
として開園しました。当時の様子を写真で
ご紹介します。
日時：展示中～12月27日（日）10:00～
16:00
※10月～4月の開館時間は16:00までです。

（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

特 定 天 井 等 改 修 工 事 の た め、
11月30日（月）から平成28年3
月下旬まで（予定）全館休館させ
ていただきます。ご利用の皆さ
まにはご不便をおかけしますが、
ご 理 解ご 協 力 の 程、
お願いいたします。
問合せ：
新宿歴史博物館
Tel 03-3359-2131

無料

記載例

申込先
新宿コズミックセンター

円

絵・ 立 版 古 等 を
展示します。
日 時：展 示 中 ～
11月23日（月祝）
9:30～17:30(入
立版古義経千本桜 (部分)
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

2

ミュージアムショップ

～神楽坂で受け継がれるお座敷遊び体験～

文化講演会

新宿歴史博物館常設展示室特設コーナー

たて ばん こ

Web

「江戸じまん」
、
「東京自慢五勉強一覧」
など6枚1組で好評発売中！
江戸時代以降、ありとあらゆるものを順位付けする番付が流行りました。
番付から、江戸っ子の粋でいなせな気風が見えてきます。
価格：300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）

日時：10月7日
（水）～
平成28年1月5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
料金：一般150円、小中学生50円

髙尾善希（武蔵野市立武蔵野ふるさと歴
史館学芸員、立正大学非常勤講師）

江戸の露天商
11月21日
―江戸とその周辺 種村威史
（国文学研究資料館機関研究員）
（土）
地域にみる―

好評開催中！

年に一度の特別公開

浦井正明
（寛永寺長臈）

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。

お知らせ

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/

文化・芸術・生 涯 学 習 区 民の文 化 祭

新宿区共催

無料

新 宿 区 生 涯 学 習フェスティバ ル 2 0 1 5
1階エントランス ・ 地下1階展示室にて開催

書の展

手工芸展・陶芸展

漢 字、 か な、 篆 刻、
刻字、近代詩などの
作品を展示します。
日時：10月7日
（水）
～10月11日(日)
10:00～18:00
（最終日は15:00まで）
協力：新宿区書道連盟

開催！

いけ花展

手づくりならではの作品を多数
展示します。レガス図工クラブ、
新宿青年教室、外国人手工芸倶
楽部の作品も同時展示。
日時：11月9日(月) ～11月15日(日)
10:00～18:00
（最終日は15:00まで）

新 宿 区 花 道 茶 道 協 会・
花道部会員および新宿
区内で活動する方の作品を展示します。
日時：11月13日(金) ～11月15日(日)
10:00～18:00
（最終日は15:00まで）
協力：新宿区花道茶道協会

小ホールにて開催

邦楽のつどい

和楽器や唄による、心に響く
“邦楽”
をお楽しみいただけます。
演奏前(12:00～13:00）には「和楽器体験教室」も開
催します。この機会に伝統の和楽器にふれてみませ
んか。
日時：11月8日
（日）
13:15～16:15
（12:00開場）
協力：新宿区邦楽三曲連盟

吟剣詩舞のつどい

区民の方々を対象とした趣味・教養・スポーツ・芸術・音楽などの生涯学
習講座やイベントを企画運営してみませんか。優れた講座やイベントへ支
援します。
募集内容：区民を対象とした講座・イベントの企画と運営
募集対象：区内で自主的に活動している生涯学習のグループ
支援対象となる事業期間：平成28年4月１日(金) ～平成29年3月31日(金)
支援対象となる回数・上限額：講座：年間20回・最大10万円まで
イベント：年間2回・最大5万円まで
※講座とイベントの重複申請はできません。
応募方法：11月25日(水)17:00必着。所定の申請様式に必要書類を添付
し、必ず事前予約の上、新宿文化センターまで持参。※募集要項および申
請様式は10月20日（火）から新宿文化センター、新宿コズミックセンター、
各生涯学習館、各地域センターで配布。新宿未来創造財団ウェブサイトか
らダウンロード可。

時間：13:00～14:00
定員：10名
（先着順）
申込み：当日10:30から
会場で受付

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
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
自彊術高田馬場会サークル会員募集
戸塚地域センター和室・その他。毎週月曜日
10時～11時30分 ☎３２２７－７２７３

シニアのための

来て、 見て、 参加して、
神楽坂で楽しもう！

舞踊や合唱の発表、作
品展示、バザー、模擬
店など楽しさいっぱい。
地域の皆様もぜひご来
館ください。
日時：11月7日
（土）
・
8日
（日）
10:00～16:30
会場：住吉町生涯学習館
（住吉町13-3）
料金：入場無料。体験は一部有料。
問合せ：住吉町生涯学習館 Tel 03-3351-6566

日ごろの学習・稽古の
成果を披露。 合唱、ダ
ンスの発表や、作品展
示、食べもの販売など
楽しみが盛り沢山。
日時：11月7日
（土）
・
8日
（日）
10:00～17:00
会場：赤城生涯学習館
（赤城元町1-3）
料金：入場無料。体験は一部有料。
問合せ：赤城生涯学習館 Tel 03-3269-2400

新宿コズミックセンター ロビーコンサート

無料

秋の香り ピアノ♪名曲コンサート

毎月二回の
お楽しみ！
！

落語in和室

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

春雨や雷太
（10月16日出演）春雨や風子(11月2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。

新宿コズミックセンタープラネタリウム

10月
みるっく 11月
展示
の

展示中〜10月23日(金)
新宿フィールドミュージアム
「宝塚大学東京メディア芸術学部作品展」
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：
ギャラリーオーガード
新宿文化センター
歌舞伎町
Tel 03-3350-1141
西武

〒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
『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/

大久保スポーツプラザ

日時：
（毎月第1月曜日）
11月2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

※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。

ギャラリーオーガード
広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

【 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

協力：公益社団法人落語芸術協会

新宿文化センター

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

iPhone

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。

日時：
（毎月第3金曜日）
10月16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（新宿6-14-1）
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

ピアノ教室開講！ Joy music salon
〜目白駅（山手線）より徒歩7分〜
お子様から大人の方まで、様々な目的に対応
した個人音楽教室（ピアノ・声楽）
詳細はHP【Joymusicsalon ピアノ】で検索
連絡先 ：joymusicsalon@gmail.com 岩下

ご参加はシニアに限らずどなたでもOK! 無料です!!

！
〜新宿区出身
ピアニストの
鋭
新
の
手
若
ください〜
演奏をお楽しみ

日時：10月17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：中村芙悠子
曲目：ショパン、モーツァルトほかクラシック名曲集 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

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

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10 月 29 日
（木）◆ 午後の部 14:00〜16:00 12人

無料

赤城生涯学習館まつり

日時：10月28日(水) ①13:30～ ②19:00～
会場：新宿文化センター ①4階第1会議室 ②4階第2会議室
申込み：開催日前日までに新宿文化センターへ電話にて申し込み。
Tel 03-3350-1141
（説明会に参加できない場合は別途個別説明いたします）

レガスパーク

各作品展の受賞作品を展示します。
※短歌展・俳句展・川柳展の、全応募作品を収録した
「作品集」
を会場で配布します。
日時：11月9日(月) ～11月15日(日)10:00～18:00（最終日は15:00まで）

あけぼのフェスタ 2015

事前説明会

広告スペース

『短歌展・俳句展・川柳展』
『絵画展』
『 書の展』
受賞作品展

光と動きをとらえた
人物・景色・植物な
ど、アイディアにあ
ふれた多彩な作品を
展示します。
日時：11月9日(月) ～11月22日(日)
9:00～21:30

同時開催
「剣詩舞体験教室」

無料
平成28年度
「区民プロデュース支援事業」 笑顔がいっぱい！
第9回 住吉町生涯学習館まつり
企画運営団体募集

直接会場へお越しください

写真展

剣や扇を使った踊りを体験！
初めての方大歓迎です。

「詩吟」と「剣詩舞」が融合した
日本の伝統芸能を披露します。
日時：11月28日(土)
10:30～16:30
（10:00開場）
協力：新宿区吟剣詩舞道連盟

会場 ： 新宿文化センター （新宿6-14-1）
11月10日(火)は休館日、12日(木)は17:00まで

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

秋番組

問合せ Tel 03-3232-7701

ケプラーの『夢』
と秋の星空

ドイツの天文学者ケプラーが「地動説」
（地球は太陽の周りを公転してい
るという説）を信じてもらうために語った物語の番組と、誰でも一度は聞
いたことがある有名な昔話
「かぐや姫」
のお話を投影します。
投影日：10月10日
（土）
・12日
（月祝）
・18日
（日）
・24日
（土）
、
11月14日
（土）
・22日
（日）
・28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
（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

Tel 03-3232-7701(平日9:00〜17:00)
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芸

webtomo/

術

大ホール

10/10（土）
16:00開演

チケット発売中！

フォーク
ソングが流れる街

大ホール

10/17（土）
19:00開演

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
助成：
（一財）
地域創造
区民割引あり
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

大ホール

10/26（月）

Monsieur

ムッシュかまやつ・
トーク&ライブ
泉谷しげる トーク＆ライブ
18:00開演
新宿にヤツらの足音
11/29 SUN

大ホール

「高田渡写真展」

同時開催
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）

（日）
ム11/29
ッシュか
まやつ・泉谷しげる

第八回 新宿文化寄席

Monsieur

桂文枝 三遊亭好楽 三遊亭円楽

夢の三人会

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
18：00開演17：30開場
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
会 場：新宿文化センター 大ホール お問合せ：03-3350-1141
本音トークと圧巻の弾き語りライブ。
入場料：Ｓ席:4,500円(Ｓ席新宿区民割引:4,000円)/Ａ席:3,500円/Ｂ席:3,000円
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
主催：公益財団法人 新宿未来創造財団

区民割引あり
小ホール

Pコード：
267-705

Web

新宿カウンターカルチャーストーリー

12/20（日）

新宿プレイマップ

Vol.2

16:00開演

今年もあります！

区民割引あり

Pコード：
267-063

Web

444-937

12/5（土）

“Special Session”

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
入場料：全席指定 ［一般］
5,000円 ［新宿区民割引］
4,500円

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！
出演：桂文枝、三遊亭好楽、三遊亭円楽
区民割引あり
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
Pコード：
Web
※くわしくはチケット購入方法(下段）
参照
大ホール

トーク&ライブ
高橋幸宏 & LOVE PSYCHEDELICO

突然児

18:30開演

豪華なジョイント・ライブが実現
！ュかまやつ・泉谷しげる
ムッシ

突然児

Pコード：
259-308

Web

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

～タウン誌とサブカルチャー～

佐藤剛

田家秀樹

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
新
宿にヤツらの足音

ベートーヴェン
『第九』11/29 SUN

シリーズ第2回目は音楽プロデューサーの佐藤剛が、1969年に創刊された日本で最初のタウン誌、
「新宿プレイマップ」の創刊に編集者として参加した田家秀樹をゲストに迎え、同誌から発信された日
18：00開演17：30開場
出演：指揮：チョン・ミン ソプラノ：日比野幸 アルト：竹本節子 テノール：小原啓楼 バリトン： 会 場：本語のロック論争やビートルズ対談などを検証します！
区民割引あり
新宿文化センター 大ホール お問合せ：03-3350-1141
講師：佐藤剛
（プロデューサー /作家）
入場料：Ｓ席:4,500円(Ｓ席新宿区民割引:4,000円)/Ａ席:3,500円/Ｂ席:3,000円
福島明也 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団 合唱：新宿文化センター合唱団
ゲスト：田家秀樹
（作家/音楽評論家）
主催：公益財団法人 新宿未来創造財団
Pコード：
Web
入場料：全席指定 [一般]SS席5,000円 S席4,500円 A席3,500円
259-280
2,500円
入場料：全席自由 ［一般］
3,000円 ［新宿区民割引］
学生B席2,500円※大学生まで。窓口販売のみ、要学生証。
区民割引あり
[新宿区民割引]S席4,200円 A席3,200円
大ホール
Pコード：
[友の会割引]S席4,000円 A席3,000円
Web

18:00開演

275-389

12/26（土）・ 27（日）
14:00開演

13:00開演

新宿PIT INN

50周年記念

新宿ジャズフェスティバル

新宿ピットイン50周年に相応しい
総出演者数100名を超えるアニバーサリー・コンサート！
チョン・ミン

日比野幸
©Aki Fujii

竹本節子

小原啓楼

福島明也

12/23（水祝） 早島万紀子

大ホール

15:00開演

クリスマス・
オルガン・コンサート

新 宿 文 化センター 公 演

新宿文化センターにある、極めて希少なカヴァイエ・コル型で、20世紀
のフランス音楽界を代表するオルガン奏者・作曲家オリヴィエ・メシアン
の「主の降誕」全9曲を演奏。19世紀のフランス・ロマン派音楽を彩った
カヴァイエ・コル型で、20世紀（1935年）に創られた神秘主義的な宗教
曲を、21世紀のクリスマス・メニューとして再現します。
出演：早島万紀子
（新宿文化センター専属オルガニスト）
曲名：オリヴィエ・メシアン
『主の降誕』
入場料：全席自由 [一般]2,000円 [新宿区民割引]1,800円 [友の会割引]1,500円
Web

先行予約

Tel 03-3350-1141

新宿文化センター

区民割引あり

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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合唱団白樺

☆200名様ご招待

第60回定期演奏会

☆35名様ご招待

申込み  10月19日（月）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
ははがき
（返信用はがき不要）
に公演名と日時、希望人数
（1名または2名）
、氏名、郵便番号、
Web
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

新
  宿文化センター公演

●月曜定休（ただし10月12日は開館）
●午前10時〜午後6時（金曜日は午後8時まで）※入館は閉館30分前まで

2015

新宿の秋を彩るイベントが区内全域
で開催されます。観て、聴いて、体
験して、感じて、新宿のまちの新し
い魅力を見つけませんか。
期間：10月1日
（木）
～11月30日
（月）
※詳しくは、区内施設で配布のオフィ
シャルガイドブックや公式ホームペー
ジ をご 覧くだ さ い。http://www.
sfm-shinjuku.jp/
主催・問合せ：新宿フィールドミュー
ジアム協議会
（新宿区地域文化部文化
観光課内）Tel０３-５２７３-４０６９

第74回定期演奏会

日時：11月3日
（火祝）
14:00開演 会場：大ホール
曲目：ロシアンポップスメドレー、カチューシャ、広島のバラード ほか

チケット購入方法

アンリ・マルタン《緑の椅子の肖像、マルタン夫人》1910 年
油彩／キャンヴァス 87 80 ㎝ 個人蔵

広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

9.5 sat -11.8 sun

も う ひ とつの 輝 き

カリエール、アマン＝ジャン、
ル・シダネル…

最 後の印 象 派

損保ジャパン日本興亜
2015

新宿フィルハーモニー管弦楽団

新宿区民招待のご案内

日時：11月15日
（日）
14:00開演
会場：大ホール
曲目：ブラームス
『交響曲第2番 ニ長調 作品73』ほか

10月6日(火)12:00～

Oh! レガス 2015.10.05号
10月11日(日）
9:00～新宿文化センター、新宿コズミックセンター
損保ジャパン̲AD
  9:30～新宿歴史博物館
w48×h76㎜）

出演：12月26日
（土）
：松木恒秀グループ、菊地成孔ダブ・セプテット、大友良英スペシャル・ビッ
グバンド、ドリーム・セッション・パート１、佐藤允彦ソロ・ピアノ、鈴木勲スペシャル・セッショ
ン、山下洋輔トリオ・リユニオン
（順不同）
※20:30終了予定
12月27日
（日）
：D-musica ラージアンサンブル、ドリーム・セッション・パート2、渋谷毅オー
ケストラ ウィズ・吉田美奈子、オルケスタ・リブレ プレイズ・デューク・フィーチャリング・
スガダイロー & RON×Ⅱ、日野皓正クインテット、ジェイ・マスターズ ウィズ 渡辺貞夫（順不
同）
※19:00終了予定
入場料：[前売] S席7000円 A席6000円 [当日] S席7500円 A席6500円
主催・問合せ：新宿ピットイン Tel 03-3354-2024 http://www.pit-inn.com

窓口販売

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。

9:00～19:00
9:00～19:00
9:30～17:00

お支払は現金のみ。

電話予約

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）

友の会予約

会員の方に限り、割引価格で窓口・電話・新宿文化セ
ンターウェブサイトから申込み可。

ご予約後の流れ
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

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。

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

※振込手数料はお客様のご負担となります。

プレイガイド

※お取り扱いのない公演もあります

チケットぴあ

http://pia.jp/
Tel 0570-02-9999
［Pコード：×××-×××］

ローソンチケット

Tel 0570-084-003
［Lコード：×××××］

イープラス

http://eplus.jp/（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

ご購入の際のお願い
●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。

新
 宿コズミックセンター13日（火） ／大久保スポーツプラザ19日（月） ／新宿文化センター13日（火） ／新宿歴史博物館13日（火）･26日（月） ／林芙美子記念館･佐伯祐三アトリエ記念館･中
（
（10月休館日のお知らせ）
）
村彝アトリエ記念館5日
（月）
･13日
（火）
･19日
（月）
･26日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉12日
（月祝）〈戸山･北新宿〉26日
（月）

