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2面
新宿歴史博物館
「お江戸のなんでも
　ランキング」開催中

生涯学習
フェスティバル2015　開催 3面

新宿ファッション
フィールド2015　開催 4面
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九
No,9Beethoven’s
Symphony

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　平成27年11月5日 第116号　次号は11月20日発行です。
〒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）Fax 03-3209-1833   

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

タクトシステム株式会社 営業本部 第二課
レガス紙担当 高橋 沙門様

IllustratorCC

  「実務対策」知っ得情報 
   ｾﾐﾅｰ開催のご案内   

11月13日(金)10：00～11：30 

ついに始まった！！ 

『マイナンバー！ 
       への対応』 
・マイナンバー制度とは？ 
・個人でするべきことは何か？ 
・法人でするべきことは何か？ 

●会費 無料   

●講師 税理士法人 T’ｓ会計  
●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  大丸ピーコック裏 

　ドイツのザーリュブルッヘンに生まれる。幼少の時にフラン
スに渡り、コントラバスやヴァイオリン、ピアノを習い音楽の基
礎を固めた。その後、韓国・ソウルに移り、ソウル国立大学
校にてドイツ文学とヴァイオリンを専攻した。
　2007年、韓国・釜山のアロイシウス・オーケストラを指揮
してデビュー。このオーケストラとは2010年にカーネギーホー
ル、2012年にはサントリーホールで比類なき大成功を収める。
　日本では九州交響楽団、千葉県少年少女オーケストラ、
洗足学園管弦楽団、アクロス・ユース・オーケストラ等と共
演。2013年10月に東京フィルハーモニー交響楽団デビュー。
その後、相模原市民会館でのベートーヴェン「第九」公演や
「題名のない音楽会」のテレビ放映にて共演。2015年4月より、
同団のアソシエイト・コンダクターに就任した。
　韓国では首席指揮者としてDittoフェスティヴァル・オーケ

ストラを率い、また大邱のMBCオーケストラにも登壇している。
2014年11月、ウィーン室内管弦楽団を指揮しウィーンにデ
ビュー、称賛を浴びる。また2015年8月、ハイドン管弦楽団を
指揮しイタリア・ツアーを行い、好評を博す。
　チョン・ミンは、韓国国立オペラの招きでラヴェルの「子供
と呪文」、プッチーニの「蝶々夫人」を指揮するなど、オペラの
分野でも卓越した才能を発揮している。2013年、イタリア・
レッチェのボリテアーマ・グレーツ歌劇場でヴェルディの「椿
姫」を指揮してヨーロッパでのデビューを大成功させ、公演直
後に、次回のヴェルディ「ドン・カルロ」での再登壇が約束さ
れている。2014年5月には「ドン・カルロ」を韓国国立オペラで
振り大好評を博した。2015年9月からは、ミラノ・スカラ座ア
カデミー管弦楽団と、子供用にアレンジされたモーツァルト
「魔笛」を14公演振る。

チョン・ミン   Min CHUNG

今年の指揮は、
俊英 チョン・ミンが登場です。
管弦楽は東京フィルハーモニー交響楽団。年末はぜひ、
新宿文化センターで「第九」をお楽しみください。

区民割引あり

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。

12/5（土）

18:00開演

大ホール 
ベートーヴェン／劇音楽「エグモント」序曲

 ベートーヴェン／交響曲第九番「合唱付」 
会場：�新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）
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：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
入場料：全席指定�[一般]SS席5,000円　S席4,500円　A席3,500円　学生席2,500円　※大学生まで。窓口販売のみ、要学生証。
　　　　　�　��　[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
問合せ：�新宿文化センター　Tel 03-3350-1141� Web Pコード：

275-389
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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。

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

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

新宿英語クラブ　岩井ゆかり　080-9985-2622
場所：英会話カフェ Mickey House　HP参照
学校英語サポート有。中学生も続々デビュー

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

Joy music salon　ピアノ教室　
～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】で検索
連絡先 ：joymusicsalon@gmail.com　岩下

レガスパークレガスパーク広告スペース お問い合わせは直接各ご連絡先まで

施設予約システムおよび
教室講座予約サービスの停止について

下記日程でシステムメンテナンスのため、サービスを停止させていただきま
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。
停止対象：① 施設予約システム、　② 教室講座予約サービス
停止日時：11月24日（火）0:00～17:00

　※作業進捗により、前後する場合がございます。
　※停止期間中は、対象サイトは閲覧できません。

問合せ：経営課　Tel 03-3232-7701
※施設の利用については、各施設へお問い合わせください。

平成27年11月27日金

お葬式の費用

会場は15席位、席の予約はお電話で

◆午後2時～3時

〒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  

●●●●●●●●●●●●お葬式勉強会お葬式勉強会

お 話

Oh! レガス 2015.11.05号
公営社_AD
（w96×h76㎜）

 

��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 

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/

生地がしっかりして、荷物もたっぷり入り、使いやすい！

粋なトートバッグ“江戸小紋”
江戸小紋をあしらった粋なデザインで、多くの方々に愛用されて
います。マチ付きでＡ４判もゆったり入る黒・赤・紺の三種類。
手ごろな大きさで普段使いに最適です。
ご来館の記念やプレゼントに。
価格：各600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2-4-21)、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)、新宿文化センター（新宿6-14-1)　

ミュージアムショップ

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：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)

新宿歴史博物館 所蔵資料展

写真撮影と写生日
絵手紙講座当日は、１日を通して、絵手紙講座受講者以外の方も、通
常の開館日にはできない写生や、写真撮影をお楽しみいただけます。
※ 水彩色鉛筆を貸し出します（数には限りがあります。）
日時：11月30日（月/休館日） 10:00～15:30 （入館は15:00まで）
料金：一般150円、小中学生50円　申込み：当日直接ご来場ください。

林芙美子記念館（中井2-20-1）

漱石と子規の散歩道　根岸・上野・本郷
夏目漱石とその親友・正岡子規に焦点を当てた街歩きで
す。ふたりが共に学んだ帝国大学（現・東京大学）を出発
点に、作品の舞台となった上野公園を巡り、子規の終焉
の地である子規庵を目指します。
日時：12月9日（水）9:30～12:00（雨天決行・荒天中止）
集合：東京大学赤門前（文京区本郷7-3-1）
コース（予定）： 東京大学赤門前→三四郎池→不忍池→精

養軒→正岡子規記念球場→子規庵（約4㎞）
解散：子規庵（台東区根岸2-5-11）付近

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： 11月25日（水）必着。往復はがきに記載例（3面）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。

歴 史 ・ 文 化 探 訪

Web

新宿歴史博物館
臨時休館のお知らせ
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25日（金）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。

秋色に染まった林芙美子記念館にて、世界でひとつの｢ぽち袋｣を
つくります。秋の草花が彩る庭園のスケッチや、毎回好評の乾拓･
スタンプもあり。経験者、初心者問わず、お気軽にどうぞ。
画材をお待ちでない方には貸し出します。
※ぽち袋制作は１人２枚です。完成サイズ11×7cm
日時：11月30日(月／休館日)10:00～13:00
講師：西村正代（日本絵手紙協会公認講師）

定員：20名（多数抽選）　料金：500円（材料費込）
申込み：11月19日（木）必着。往復はがきに記載例（3面）のほか、
同伴者（1名まで）の氏名・年齢を記入し、新宿歴史博物館へ。

絵手紙講座世界でひとつの
「ぽち袋」をつくろう

新宿歴史博物館　秋のお茶会
深まる秋の一日、新宿歴史博物館の中庭を眺めながら、美味しいお抹茶と
和菓子をお召し上がりください。ゆったりと至福のときをお楽しみいただけ
ます。どなたでも、お作法を気にせず気軽にお茶席を体験できます。
日時：11月22日（日）

10:00～15:00
会場：新宿歴史博物館　

地下１階ホワイエ（三栄町22）
定員：先着50名

（茶菓がなくなり次第終了
 します）

料金：300円（和菓子付き）　
協力：藤の会（江戸千家流）
申込み： 当日直接ご来場

ください。

株式会社東京堂・協働講座　

アートフラワーで楽しむクリスマス飾り
アートフラワー（造花）とリボンをあしらってオシャレなクリスマス飾りをつくります。
飾りのお花はコサージュにもなります。
サイズ：30cm×15cmの壁掛けタイプ
日時：11月28日（土）10:00～12:00
会場：新宿歴史博物館　2階講堂（三栄町22）
講師：小俣優美（株式会社東京堂）
対象：中学生以上　30名（多数抽選）
料金：1,500円（材料費込）　
協力：株式会社 東京堂
申込み：11月12日(木)必着。往復はがきで
記載例（3面）のほか、同伴者（1名まで）の氏名・年齢を記入し、新宿歴史博物館へ。 Web

Web

無料

番付　「善悪何四書」江戸時代好評開催中！

Merry
Christmas

不忍池から上野精養軒をのぞむ

上品なシャンパンゴールドで彩る特別な日

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
mailto:joymusicsalon@gmail.com
mailto:k-info@koueisha.co.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/


アタリ

3『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/　Tel 03-3232-7701(平日9:00〜17:00)

お知らせお知らせ

新宿コズミックセンタープラネタリウム

秋番組  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
まわっているという説）を信じてもらうために語った物語の番
組と、誰もが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：11月14日（土）・22日（日）・28日（土）

冬番組  冬の星座と宇宙の神秘
宇宙のはじまりを知るために旅に出た少年と妖精の物語と、冬の星
座で有名なオリオンとプレアデスの七人姉妹のお話を投影します。
投影日：12月12日(土)･20日(日)･23日(水祝)・26日(土)

平成28年1月5日(火)・6日(水)・9日(土)・17日(日)･23日(土)
2月13日(土)･21日(日)･27日(土)

〜満天の冬の星空に響きわたる〜
クリスマス♪ゴスペル星空コンサート
ゴスペル聖歌隊の女神たちから、ひと足早い、メリークリスマス♡を 
心をこめてお届けします。※冬の星空解説もあります。
日時：12月6日（日） 16:00開演（15:30開場）※約85分
会場：新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム
出演：神楽坂サウスゴスペルクワイア　対象：どなたでも　140名（要
事前申込み。全席自由）　料金：1,500円（当日支払い）※未就学児入場
不可、小学1〜3年生は保護者同伴。
曲目： きよしこの夜、God bless you、What a wonderful world、見上げてごらん夜の星を　ほか
申込み： 11月29日(日)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（下段）のとおり

記入し、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833
※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。
問合せ： スポーツ課　Tel 03-3232-7701

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　※投影開始後の入退場はできません

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

問合せ　Tel 03-3232-7701

手工芸展・陶芸展
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、
新宿青年教室の作品も同時展示
予定。
日時：11月9日(月) 〜11月15日(日) 

10:00〜18:00（最終日は15:00まで）

いけ花展
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）
添え釜（無料お茶席）15日（日）10:00〜14:00（先着100名）
協力：新宿区花道茶道協会

『短歌展・俳句展・川柳展』
『絵画展』『書の展』
受賞作品展
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）

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
「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

写真展
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

レガスまつり2016
出展＆出演団体募集

レガスまつりは、新宿で活動している団体や新宿未来創造財団(レガス新宿)のさまざまな事業
を紹介するイベントです。
日時：平成28年4月2日（土）
会場：新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）・大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）
募集内容：①PRチラシ･パンフレット等の配布設置

　②活動紹介(パネル展示･実演など)
　③作品などの販売
　④体験(スポーツや手工芸など短時間でできるもの)
　⑤ステージ発表(歌･楽器演奏･踊りなど)
　⑥食品販売(調理は簡易二次的な調理のみ)
　⑦そのほかまつりを盛り上げる企画

申込み： 11月7日（土）〜12月7日(月)必着。詳しくは募集要項(新宿コズミックセンターで配布
および新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロード可)を確認のうえ、所定の申込
書に必要事項を記入し、新宿コズミックセンターへ。

問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター ロビーコンサート

レ・クロッシュ　晩秋のリサイタル～ピアノ＆チェロの世界～
日時：11月21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：レ・クロッシュ　宇宿真紀子（ピアノ）＆宇宿直彰（チェロ）
曲目：マスネ「タイスの瞑想曲」、サン＝サーンス「白鳥」、J.S.バッハ/グノー

「アヴェ・マリア」
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

新宿文化センター ランチタイムコンサート

クラシック・ギターのしらべ
北欧デンマークのギタリスト、イエンス・バン＝ラスムッセンが再来日。繊細で表情
豊かなギターの音色を聴かせます。　
日時：11月16日（月）12:15開演（12:00開場）※4歳未満入場不可　会場：新宿文
化センター　大ホール　出演：イエンス・バン＝ラスムッセン（クラシック・ギター）
※出演者は変更になることがあります。　曲目：バッハ「プレリュード」、ジュリアーニ

「ソナタop15」、ヴィラ＝ロボス「前奏曲第1番、第3番」ほか　
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

子どもたちの奏でる歌声や演奏をお楽しみください

子どもの音楽会
合唱、吹奏楽等をはじめとした、区内児童・生徒に
よる音楽会です。ぜひご来場ください。※入退場自由
会場：新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）　
問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

障がいのある子どもたちと、
音楽好きのみんなのためのコンサート

障がいのある子どもや、“音楽や歌が大好きだけど、静かに座って聴くのはニガテ”というみんなの
ためのコンサートです。クラシック名曲の演奏のほか、一緒に歌ったり、手遊びしたりと、 
みんなが参加できるコーナーもあります。ご家族そろってお楽しみください。
時間：14:00開演（13:30開場）※約90分（休憩あり）　
会場：新宿文化センター　小ホール（新宿6-14-1）
対象：どなたでも（とくに小学生までの方におすすめ）　
出演：ビジョンミュージックキッズ！
曲目：「ドレミの歌」、「さんぽ」、「夢をかなえてドラえもん」ほか　定員：60名（多数抽選）※対象の子どもを優先
申込み： 12月23日（水祝）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、または、はが

き（52円）に記載例（下段）のほか、参加者全員の氏名（ふりがな）と関係（親子、介助者など）、
障がいがある場合はその種類、車いす使用の有無を記入し、新宿文化センターへ。

※ 本公演は、いすや床に座って自由なスタイルで音楽を楽しめます。少し声をあげても、途中で入退
場してもかまいません。（ただし状況によっては一時的にロビーで休憩をお願いする場合もあります。）
このコンサートの趣旨にご理解いただける方でしたら、どなたでも参加可能です。

問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

12/13（日）

11:00開演

大ホール 

無料

無料

平成28年

1/16（土）

14:00開演

小ホール 

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）
〒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/

（往復はがきの場合）

※ 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。

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

往信（表） 返信（裏）

申
込
先
名

申
込
先
所
在
地

記入しない

52
円

返信（表） 往信（裏）

申
込
者
氏
名

申
込
者
住
所

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

52
円

記載例

1階エントランス・地下1階展示室にて開催

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 開催！ 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

問合せ：新宿文化センター（新宿6-14-1）

Tel 03-3350-1141

同時開催
「剣詩舞体験教室」
剣や扇を使った踊りを体験！

初めての方大歓迎です。
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

小ホールにて開催

無料

無料

無料

Web

Web

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


新 宿 文 化 センタ ー 公 演 　 新 宿 区 民 招 待 の ご 案 内
新宿交響楽団第50回記念定期演奏会　☆100名様ご招待
日時：12月20日(日)　13:30開演　会場：大ホール　曲目：青島広志／新・展覧会の絵(委嘱初
演)、お楽しみ企画「お客様リクエストによるクラシック版 ザ・ベストテン」

新宿PIT INN 50周年記念　新宿ジャズフェスティバル　☆各回50名様ご招待
日時：①12月26日（土）14:00開演／②12月27日（日）13:00開演　会場：大ホール
出演：26日…大友良英スペシャル・ビッグバンド、山下洋輔トリオ・リユニオンほか

27日…日野皓正クインテット、ジェイ・マスターズ ウィズ渡辺貞夫ほか

  申込み   11月20日（金）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
は郵便はがき（返信用はがき不要）に公演名と日時（いずれかひとつ）、希望人数（1名また
は2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。

Web

4

広
告
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
各
ご
連
絡
先
ま
で
。

芸　術芸　術 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/webtomo/
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

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
　Tel 03-3350-1141

（（11月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター9日（月）　／大久保スポーツプラザ16日（月）　／新宿文化センター10日（火）　／新宿歴史博物館9日（月）･24日（火）・30日（月）〜3月25日（金）（予定）　／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2日（月）･9日（月）･16日（月）･24日（火）･30日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉9日（月）　〈戸山･北新宿〉23日（月祝）

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法��

新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
公
演

 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。
● 友の会割引チケットを窓口で購入される際は、必ずメ

ンバーズカードをお持ちください。
● 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。

① オンライン即時決済（クレジットカード）
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。

ご予約後の流れ

Ｊ

駅
宿
新
Ｒ

西武
新宿駅

歌舞伎町
新宿区役所

スタジオ
アルタ

新宿西口駅 靖 国 通 り

都営地下鉄
大江戸線

ギャラリーオーガード

東京メトロ
丸ノ内線

伊勢丹新宿通り り
通
治
明

新宿
三丁目駅

展示中〜11月26日(木)　
新宿フィールドミュージアム

「河合塾美術研究所新宿校作品展」
11月27日(金) 〜12月24日(木)　　

「新宿区平成27年度第35回障害者作品展」
展示場所：ギャラリーオーガード“みるっく”

（歌舞伎町1-30）

みるっく

ギャラリーオーガード

11月
の

展示12月

 窓口販売 
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
※休館日を除く。　お支払は現金のみ。
※新宿歴史博物館での販売は11月29日（日）まで。

 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）

 Web予約 
①友の会会員
②チケットWeb会員

Web
新宿文化センター
ウェブサイトから申
込み可。

 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］

Web

●月曜定休（ただし11月23日は開館、翌24日も開館）
●午前10時～午後6時 ※入館は閉館30分前まで

青
児
と
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の
美
術

 

〜
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郷
青
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〜

東郷青児
《セシル・カット》
1960年頃

2015 11.21sat-12.23wed

Oh! レガス 2015.11.05号
損保ジャパン_AD
（w48×h76㎜）

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

チケット発売中！ 新宿文化センター新春吉例

新春名作狂言の会
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！

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』(くびびき）　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 Web Pコード：

446-679

全国から寄せられた2000点以上のデザイン画の中から第一次審査を通過した作品を入選者が制作して
発表し、グランプリを競います。ファッションショーだけでなく、楽しいイベントが盛りだくさん！
抽選会では、来場者に素敵な景品が当たります！　ファッションに興味のある方はぜひご来場ください！
時間：14:00〜16:30　(開場13:30)　
協賛：アーバンリサーチ、アッシュ・ペー・フランス、アバハウスインターナショナル、

伊勢丹新宿本店、オカダヤ新宿本店、シップス、ジュングループ、ビームス
後援：繊研新聞社、新宿観光振興協会
協力：東京都服飾学校協会、青山ファッションカレッジ、東京ビューティーアート専門学校、

東京モード学園、文化服装学院、目白大学、ESP学園
問合せ：新宿文化センター 　Tel 03-3350-1141
facebook：http://facebook.com/ShinjukuFashionField

１．ファッションショー
　 第一次審査を通過した20作品によるファッションショーです。モデルもメイクも、その

ほとんどを学生が担います。グランプリをはじめとした各賞には、来場者が投票して選
出する「観客賞」もあります。

２．抽選会
 　 協賛各社の協力による素敵な景品が来場者に当たる抽選会です。会場入口で抽選

券をお配りします。
３．トークセッション
　 アパレルブランドの審査員がファッション業界の様々な現場の仕事について語り合います。

将来アパレル業界で働きたいと思っている方はこの機会にぜひ質問してみてください！
４．手づくり雑貨店
　 会場エントランスでは、一般公募による手づくり服飾雑貨の小物市を開催。作家さ

んの個性ある作品を販売します。素敵な1点モノを見つけてください。

今年のテーマ ▶ OVER THE RAINBOW

イベント盛りだくさんの楽しいファッションショー！

新宿ファッションフィールド201511/21（土）

14:00開演

新宿区共催

当たる！

買う！

見る！

聞く！

大ホール 

区民割引あり

平成28年

1/29（金）

19:00開演

大ホール 

新宿カウンターカルチャーストーリー

Vol.2 新宿プレイマップ 
　　　～タウン誌とサブカルチャー～

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
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
本語のロック論争やビートルズ対談などを検証します！
講師：佐藤剛（プロデューサー /作家）　
ゲスト：田家秀樹（作家/音楽評論家）
入場料：全席自由　［一般］3,000円　［新宿区民割引］2,500円　 Web Pコード：

259-280

12/20（日）

16:00開演

小ホール 

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
Web Pコード：

267-705

11/29（日）

18:00開演

ムッシュかまやつ・
泉谷しげる トーク＆ライブ

 

区民割引あり

Monsieur

11/29

ムッシュかまやつ・泉谷しげる

新宿にヤツらの足音

トーク&ライブ

SUN 18：00開演17：30開場

主催：公益財団法人 新宿未来創造財団
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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
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大ホール 

早島万紀子
クリスマス・オルガン・コンサート

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曲を演奏します。19世紀のフランス・ロマン派音楽を彩ったカヴァイエ・
コル型パイプオルガンで、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）　曲目：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

12/23（水祝）

15:00開演

区民割引あり

区民割引あり

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：11月20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）
定員：30名
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：12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

瀧川鯉津(11月20日出演) 三遊亭小笑（12月7日出演）

無料

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
交響組曲「ドラゴンクエストⅥ」幻の大地
心が躍る曲の数々をオーケストラの演奏でお楽しみください！

出演：指揮：井田勝大　演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
入場料：全席指定［一般］S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円

※小中学生は各席種半額
曲目：交響組曲「ドラゴンクエストⅥ」幻の大地
問合せ： 東京シティフィル　チケットサービス　Tel 03-5624-4002（平日10:00〜18:00）
主催：（一財）東京シティ・フィル財団 

Pコード：
278-111

平成28年

1/10（日）

14:00開演

　　　　　「冬」落語in和室
日時：12月27日（日）開場13:00　開演13:30※約50分
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（先着順）　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。（未就学児不可）
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

年4回の
大好評寄席

※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。

田家秀樹佐藤剛

大ホール 

大ホール 

Ⓒ木之下晃

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/webtomo/
http://facebook.com/ShinjukuFashionField
http://www.sjnk-museum.org/
http://pia.jp/
http://eplus.jp/

