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Christmas
OrganConcert

2015.12.23

12/23（水祝） 早島万紀子
15:00開演
クリスマス・オルガン・コンサート

大ホール

今回はオリヴィエ・メシアンの「主の降誕」全9曲を演奏します。オリヴィ
エ・メシアン（1908～1992年）は、20世紀のフランス音楽界を代表する
オルガン奏者・作曲家です。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。
会場：新宿文化センター 大ホール
（新宿6-14-1）
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
※未就学児の入場はご遠慮ください

区民割引あり

Tel 03-3350-1141

新宿文化センター

新 宿 文 化センター大ホー

ルには、宝石のように美しい
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大オルガンがあります。この

楽 器にまつわる物 語 を 溯る

と、 世紀のフランスに辿り

着 きま す。全ての起 源はア

リスティド・カヴァイエ＝コ

ルという 天 才 的 な オルガン

製 作 者です。 彼 は、一台で

交 響 的な響きを 奏でるオル

ガンを 開 発しました。 彼の

オルガンは、多様な楽器の音

色 を 発 す るシンフォニック・

オルガンとして、フランスのロ

マン派音楽を支えました。

新宿文化センターのオルガ

ンは、日 本で最 初の本 格 的

なカヴァイエ＝コル型大オル

ガンです。制作したのはフラ

ンスの工 房、アルフレッド・

ケルン社。モデルになったの

は、トゥールーズ市のサン・

セルナン教会にあるカヴァイ

4面

エ・コル作のオルガンで す。

新宿カウンターカルチャー
ストーリー Vol.3

大ホールのオルガンは、コル

3面

の楽 器の中で最 も 美しいと

大久保スポーツプラザ
プラザコンサート

言われるサン・セルナン教会

2面

のオルガンの末裔として、皆

ボランティア養成講座

さまをお迎えします。

ム株式会社C営業本部
第二課
ont e nts
高橋 沙門様
新宿歴史博物館

Web

オルガン物語

問合せ：新宿文化センター

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

「実務対策」 知っ得情報

ｾﾐﾅｰ開催のご案内
①14：00～15：30

個人事業者・開業前の方も必見！
！

『ゼロから始める青色申告』
無料
①税理士 吉田浩三、②税理士法人Ｔ’
ｓ会計
TEL、FAX、ﾒｰﾙにてお申込みください
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

ポプラ

マクドナルド

東新宿駅 A3

交番

新宿
イーストサイド
スクエア

日清食品
ファミリー
マート

区役所

都営新宿線「新宿三
丁目駅」C7出口より
徒歩6分
JR・小田急線・京王
線・西武新宿線「新
宿駅」
より徒歩13分

至池袋

職安通り

靖国

通り

E1
新宿三丁目駅
花園神社

ファミリーマート

新宿文化センター
パークシティイセタン 1

新宿

通り

伊勢丹

交番

C7

新宿駅

●会費
●講師
●申込
●会場

JR山手線

②18：00～19：30

東京メトロ丸の内線・
副都心線「新宿三丁
目駅」E1出口より徒
歩6分

Tel 03-3350-1141

明治通り

『生前贈与の落とし穴』

都営大江戸線・東京
メトロ副都心線「東新
宿駅」A3出口より徒
歩5分

西武新宿駅

知らないと損をする！
！(8/24 と同じ内容)

東京都新宿区新宿6-14-1
西武新宿線

12月15 日(火)

〒160-0022

新宿三丁目駅

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

新宿文化センター Tel 03-3350-1141

至渋谷

至四谷

大丸ピーコック裏

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

ボランティア養成講座

新宿歴史博物館では、多くのボランティアの方が新宿の文化・歴史の継承、普及のため、さまざまな
活動をしています。今回、さらに多くの方に参加して頂くため、ボランティアの養成講座を開催します。
新宿の文化・歴史に関する知識のほか、お客様とのコミュニケーション方法についても学びます。
日にち

内容

1月10日
（日） 新宿歴史博物館の活動と博物館ボランティア

連続講座

夏目漱石と鷗外・子規・芥川

新宿区は、国民的文豪・夏目漱石(1867-1916）が生まれ育ち、その生涯を
閉じたまちです。今年の連続講座では、漱石と関わりの深い作家３人を取り
上げ、漱石との関係や文学的影響などを解説します。
日にち

１月17日
（日） 新宿の歴史と常設展示

1月9日(土)

1月24日
（日） 落合の芸術家たち
2月7日
（日）

2017年夏目漱石生誕150周年に向けて

内容

講師
倉本幸弘
（森鷗外記念会 常任理事）

漱石と森鷗外

1月16日(土) 漱石と芥川龍之介 木口直子
（田端文士村記念館研究員）

新宿の文学

1月23日(土) 漱石と正岡子規

2月14日
（日） ガイドボランティアの話し方とコミュニケーション
2月21日
（日） 現地見学
（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月28日
（日） 新宿の文化財と史跡めぐり
時間：10:00～12:00 ※このほか、実際のボランティア活動を見学します。※7回の講座をすべて
受講し、1000字程度の作文を提出された方を対象に登録審査をしたのち、博物館ボランティアとし
て登録します。※ボランティアとして活動する方を対象としているため、講座のみの受講、1回単位
の受講はできません。※登録後は、新宿歴史博物館・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のガイド、史跡めぐりガイド、事業のサポートなどを主な活動とします。
会場：新宿文化センター 第2会議室
（新宿6-14-1）
定員：30名
（多数抽選） 料金：全3,000円
（資料代として）
申込み：12月22日
（火）
必着。往復はがきに記載例
（4面）
のとおり記入して、新宿歴史博物館へ。
Web
はがき1枚で1名まで。

復本一郎
（神奈川大学名誉教授）

時間：14:00〜16:00
会場：新宿コズミックセンター 5階大研修室(大久保3-1-2）
定員：100名
（多数抽選） 料金：全1,500円
申込み：12月21日
（月）
必着。往復はがきに記載例(4面)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。

新宿歴史博物館臨時休館のお知らせ

特定天井等改修工事のため、平成28年3月25日（金）
（予定）まで休
館しています。
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。

子ども
小ホール
平成28年

1/16（土）

14:00開演

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

無料

障がいのあるお子さまや、“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、
手遊びをしたりと、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）
※対象のお子さまを優先
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に
記載例（4面）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。少し声をだしたり、途中での入
退場も可能です。（状況により、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。
Web
問合せ：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

広告スペース

レガスパーク

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
Oh!
レガス 2015.12.05号

お問い合わせは直接各ご連絡先まで
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
♪ピアノ教室♪ ～弾きたい！を叶える～
Joy music salon (目白駅より徒歩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
Jazz Popular Chanson J-pops 日本の歌
ピアノ伴奏とカラオケ腹式発声で歌を！ Live
出演有 月2回3000円より ☎3368-7318納村

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

お葬式勉強会
●
●●●●●
●●●●●●

平成27年 12 月 19 日
話題

◆ 午 後 2 時〜 3 時
成年後見制度を知ろう
リーガルサポート 東京支部

お 話 副支部長

稲岡秀之司法書士

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
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大ホール

12/13（日）
11:00開演

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
時間：11:00開演
（10:00開場） 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

平成28年度

ジャイアンツアカデミー・新宿スクール

生徒募集（来春4月開校）

平成25年4月にスタートした
「ジャイアンツアカデミー・新宿スクール」
。
コーチスタッフは読売巨人軍選手OBをはじめとするジュニアスポーツ指
導のエキスパート。最新ジュニア指導理論「ジャイアンツメソッド」により、
野球の基本技術はもちろん、人間形成を図るための独自プログラムで一
人ひとりが意欲的に、楽しく、1年間活動していきます。
期間：平成28年4月～29年3月の毎週木曜日
(祝日・お盆・年末年始・特定日を除く)
会場：落合中央公園野球場(上落合1-2) 共催：読売巨人軍 後援：新宿区少年軟式野球連盟
コース
幼児
(年中・年長)

時間
15:10～16:10

小学1・2年生 15:50～16:50
小学3・4年生 16:30～17:50
小学5・6年生 17:30～18:50

定員

料金(月謝) ※7 ・8月の「幼児コース（年中・年長）」は

24名

5,000円
(税抜)

28名

7,000円
(税抜)

15:00～16:00、
「小学1・2年生コース」は
15:40～16:40、
「小学3・4年生コース/小
学5・6年生コース」は16:30～17:50となり
ます。
※学 年は、いずれも新学年(平成28年4月時
点)です。
※教室は1年間で、次年度の優先継続権はあ
りません。（毎年全コースで募集・抽選を行
います)

定員：全104名(内訳は上記表参照) ※多数抽選
（区内在住・在学の方優先）
料金：月謝制 ※別途、入会教材費10,000円(税抜)と年会費8,000円(税抜）
がかかります。
申込み：平成28年1月6日
（水）
必着。ジャイアンツアカデミーウェブサイトから申し込み。
http://www.giants-academy.jp/
問合せ：読売巨人軍 振興部 ジャイアンツアカデミー事務局 Tel 03-3246-2662
スポーツ課 Tel 03-3232-7701

放課後子どもひろばなどの責任者
子ども健全育成事業・子どもひろば運営補助スタッフ

平成28年4月採用予定

職員（契約職）募集

新宿未来創造財団では、学童クラブ機能付き
ひろばや放課後子どもひろばの運営、子ども
向け事業の実施を通して、一緒に子どもたち
の成長を支える熱意のある方を求めています。
業務内容：①放課後子どもひろば等の責任者
②子ども健全育成事業・放課後子どもひろば運営補助業務
雇用形態：契約職員。※将来的には正規職員
（スタッフ職）
への転換あり。
採用予定日：平成28年4月1日
（応相談）
応募：12月24日
（木）
17:00必着 申込書提出
（土日祝含む）
※詳しくは新宿未来創造財団ウェブサイトをご覧ください。
問合せ：経営課 Tel 03-3232-7701

『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/

無料

Tel 03-3232-7701(平日9:00〜17:00)

新宿コズミックセンター
12月臨時休館

館内設備点検および修繕のため、下記
の期間は休館いたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いいたします。
プール・弓道場：
12月14日
（月）～18日
（金）
そのほか体育施設・会議室：
12月14日
（月）～16日
（水）
1階事務所は9:00～17:00の営業です。
※スポーツプログラム「レガスポ！」は
12月14日（月）～19日（土）まで休講
します。
問合せ：スポーツ課
Tel 03-3232-7701

お知らせ
文化・芸術・生 涯 学 習 区 民の文 化 祭

新宿区共催

新 宿 区 生 涯 学 習フェスティバ ル 2 0 1 5
受賞者発表！
区内で活動されている皆さまの応募作品の中から厳正なる審査の結果、
受賞作品が選ばれました。来年も、皆さまのご応募をお待ちしています。

書の展
区長賞
特 選
秀 作
佳 作
奨励賞

区長賞
金 賞
銀 賞
銅

賞

佳

作

絵画展

一 般 の 部

和田泉翠
金子恵津子、岩﨑冬僊
櫻井みね、田島晴美、西嶋健二
河西みどり、中澤正子、久保美枝子、石川春陽
岩崎直美、増田登美子、松井真理子、矢部俊子、
橘川裕子、忠洋子、吉田慶子、正津広美、
野村由希子、角田卿子
小・中 学 生 の 部
三塚愛実、岩永理紗
勝山和樹、山本莉子、森彩夏、鈴木真恵
松坂周、佐藤啓介、寺沢希実、平塚千尋、牧京香、
三宅あや
山口夏輝、石井夏帆、森夏音、吉野朱莉、黒坂凛、
池田真理絵、加藤花奈子、高柳李々花
藤井悠馬、渡邉朋也、藤原志穂、諸井もな、
神田萌彩、菅田舜介、鈴木遥、薄井舞青、小山奈々、
久山凌生、小野佑太、岡田正熙、羽毛田大陸、
入澤真之介、岡野凛、嶋田恭子、伊藤杏莉、
尾崎永翔、宮下璃子、中澤彩乃、佐藤樹希、青山愛、
内田玲音、大谷恭加、松岡奈央、立原ゆうな、
諸井星奈、高澤りな、小林すもも、薄井愛璃、
祓川典子、柴田紗香、河内瑞季、齋藤柊香、
石井太朗、南佳里、加藤千優、岩井冴樹、三宅楓子、
山口翔子

優秀賞

奨励賞

田中槇、平田悠子、岡崎恭子、根本マキ子、
山本麻子、小関昌子、加川清一、内記美知子、
荻原哲也、大西邦明
笹秀樹、藤安辰雄、瀬戸佳子、奥村佳弘、竹内元章、
屋宮早苗、山本かつえ、宮原清彦、岡島業明、
宮川幸子

区長賞
特 選
秀 逸

写真展
区長賞
金 賞
銀 賞
銅 賞
奨励賞

山下一志
仁保敦子、弓削さくら
青木長二、内藤恵子、内藤雅也
濁川進一、髙田淳子、村田達美、内田和子
矢島康二、髙城榮昭、上原正行、長谷川ひとみ
森輝夫
（いずれも敬称略）

近藤勝子
倉本路子、吉嶋大二、髙橋和雄
末窪マサエ、中原素樹、金子陽次郎、小山一湖、
清水久子

俳句展

区長賞
特 選
秀 逸

綾野道江
山崎せつ子、中村せつ、渡邊佳織
村田珠子、望月哲土、神原まつ子、笹木弘、
小原似智

区長賞
特 選
秀 逸

落合秀美
島田裕吉
（2作品）
、金子裕美子
小山一湖、岩㟢テル子、表明子、三上武彦、
中川富子

表彰式
（11月15日） 区長賞および絵画展優秀賞の皆さま

川柳展

問合せ Tel 03-3232-7701

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)
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

フォトコンテスト新宿2015

受賞者発表

短歌展

新宿コズミックセンタープラネタリウム
冬番組

おめでとうございます！
！

自慢の
写真
投稿して を
みません
か？

新宿の魅力的な風景・物・人物などを撮影した写真をお送りください。
受賞者には新宿を楽しむ豪華賞品をプレゼントします！
対象：どなたでも。応募点数の制限なし
（※中学生以下の応募は保護者の了解を得てください）
部門：
（１）
カメラ部門 テーマ
「わたしは新宿のここが好き」
（２）
スマホ・タブレット部門 テーマ
「Happy Time at Shinjuku」
賞品：カメラ部門特賞
（1作品）
全国共通百貨店商品券3万円相当 など
申込み：平成28年1月15日
（金）
必着。新宿観光振興協会ウェブサイトより申込み。
http://kanko-shinjuku.jp/
問合せ：
（一社）
新宿観光振興協会 Tel 03-3344-3160

外国にルーツがある子どもを支援。 新宿区には、言葉や文化の
無料
異なる国から多くの子どもたちがやってきます。子どもたちは言
葉がわからず、学校や生活で苦労をしている現状にあり、手助け
を必要としています。この講座を受講して日本語学習ボランティ
アとして活動しませんか？
※資格が取得できる講座ではありません。
日時：平成28年1月19日
（火）～3月22日
（火）
の毎週火曜日
全10回 10:00～12:30
会場：しんじゅく多文化共生プラザ
（歌舞伎町2-44-1ハイジア11階）
講師：(公社)国際日本語普及協会
（AJALT）
所属講師
対象：①子どもへの日本語支援ボランティア活動をする意欲がある方 ②原則として全回出席可能
な方 ③講座終了後ボランティアとして活動できる方 ※3月26日（土）より6日間、子どもを
直接支援する実習クラスの開催を予定しています
（参加自由） 定員：30名
（多数抽選）
申込締切：1月7日
（木）
必着。「応募理由」
を必ず明記。

Tel 03-3350-1141

新 宿 文 化 セ ン タ ー ラ ン チ タ イムコ ン サ ート

無料

アルゼンチンおおらかな風～チャマメ～

アルゼンチンのダンス音楽
「チャマメ」
。アコーディオンとギターによる楽しいリズムを堪能してください。
日時：12月9日
（水）
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
（新宿6-14-1)
出演：牧田ゆき
（アコーディオン・歌）
、福島久雄(ギター )
曲目：
「キロメートロ・オンセ」
「ラ・クンパルシータ」
「リベルタンゴ」
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

大 久 保 ス ポ ーツプ ラ ザ

プ ラ ザコ ン サ ート

無料
無料

二胡 クリスマス♪プラザコンサート

日時：12月12日
（土）
12:00開演
（11:30開場）
どん し ほい り
り えん
会場：大久保スポーツプラザ 3階和室（大久保3-7-42） 出演：董時 輝 力（ピアノ伴奏／李琰）
曲目：情熱大陸、バッハ
「G線上のアリア」、クリスマス名曲集ほか
（予定） 定員：60名
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 宿コズ ミック セ ン ター ロビ ーコ ン サ ート

無料

SHIZEN クリスマス♪ロビーコンサート

日時：12月19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：SHIZEN
（Ben Haworth＆Rina Suzuki）
、ゲスト：Rio&Christi Toston
曲目：クリスマスソングメドレー、Bon Voyage 〜旅、Invitation (Shakatak)、ほか(予定)
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

多文化

日本語子ども支援ボランティア養成講座

問合せ：新宿文化センター

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）

日本語ボランティア研修会

無料

ボランティア活動に役立つ教材の著者による講演のほか、ボランティ
ア同士の情報交換と交流、日本語教材の即売もあります。これから
日本語ボランティア活動を始めたい方の参加も歓迎します！
日時：平成28年2月6日
（土）
13:30～16:55
会場：新宿文化センター 小ホール
（新宿6-14-1）
講師：
「読解につながる文字学習」 本田弘之
「使える漢字の覚え方−初級学習者のために−」 清水百合
「楽しく、わかりやすく、役に立つ初級の授業作り」 小山悟
対象：日本語ボランティアとして活動中の方。またはこれから日本語
ボランティアとして活動に参加したい方 200名
（先着順）
協力：(株)アルク、(株)スリーエーネットワーク、(株)凡人社
申込締切：1月25日
（月）
必着。グループで活動の方は
「グループ名」
を必ず明記。

申込み：往復はがき・FAX・Eメールのいずれかで記載例
（4面）
を必ず明記のうえ新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833

chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

Web

3

芸

新 宿 文 化 センタ ー 公 演

術

小ホール

12/20（日）
16:00開演

チケット販売中

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～

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※窓口または電話のみ
助成：
（一財）
地域創造

区民割引あり


小ホール

平成28年

2/25（木）

19:00開演

webtomo/

佐藤剛

シリーズ第3回目は音楽プロデューサーの佐藤剛が、唐十郎が率いる「状況劇場」の役者・カメラマ
ンを経て、ロック・フィルムの先駆者として活躍する井出情児をゲストに迎え、新宿にアンダーグラ
ウンド文化が吹きぬけていた時代の空気感などを語り合います。
講師：佐藤剛
（プロデューサー /作家） ゲスト：井出情児
（写真家／映像監督）
入場料：全席自由 ［一般］
3,000円 ［新宿区民割引］
2,500円
Web 先行予約
12月16日(水)12:00～
12月20日(日）
9:00～新宿文化センター
12月21日(月）
9:00～新宿コズミックセンター
12月21日(月）
10:00～ Tel 03-3350-1141 新宿文化センター
佐藤剛
井出情児
12月20日(日）
10:00～プレイガイド
Pコード：
Web
区民割引あり
助成：
（一財）
地域創造
259-282

Pコード：
259-280

新宿オペレッタ劇場22

新宿PIT INN

12/26（土）・ 27（日）

13:00開演

50周年記念

チケット販売中

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！

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・Part１、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）
：安ヵ川大樹、D-musica ラージアンサンブル、ドリーム・セッション・Part2、渋谷毅
オーケストラ with 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、J・マスターズ with 渡辺貞夫（順不同）※19:00終了予定
入場料：[前売] S席7,000円 A席6,000円 [当日] S席7,500円 A席6,500円
Pコード：
275-623
主催・問合せ：新宿ピットイン Tel 03-3354-2024 http://www.pit-inn.com

※窓口販売は新宿文化センターのみ。

ギャラリーオーガード

19世紀後半、全世界の人々がこの男の音楽に魅了された
ウィーン、パリ、ロンドン、モスクワ、ニューヨークが熱狂し、
ブラームス、ワーグナー、マーラーが賞賛した
“ワルツ王”、ヨハン・シュトラウス。
そして、ウィーン市民がもっとも愛した最後のオペレッタ作曲家ロベルト・シュトルツ。
二人の巨匠の作品を心ゆくまで。

三塚直美

大ホール

平成28年

1/29（金）

19:00開演

北澤幸

猪村浩之

みるっく 12月 1月 の展示

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

展示中～12月24日(木)「平成27年度第35回新宿区障害者作品展」
都営地下鉄
12月25日(金) ～平成28年1月21日(木)
「平成27年度明るい
大江戸線
選挙ポスターコンクール 選挙啓発ポスター展」
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：新宿文化センター Tel 03-3350-1141

落語in和室

「 冬」

年4回の
大好評寄席

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
区民割引あり
[新宿区民割引] S席4,200円 A席3,200円
Pコード：
[友の会割引] S席4,000円 A席3,000円
Web
446-679

毎月二回のお楽しみ！
！

落語in和室

桂夏丸
（12月18日出演） 春風亭柳若
（1月11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

①友の会会員
②チケットWeb会員
新宿文化センター
Web ウェブサイトから申
込み可。

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）

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。

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。
●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。

申込先（往復はがきの場合）

記載例

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/
※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。
返信（表）
52

Web

往信（表）
52

往信（裏）

申込先名

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。

プレイガイド

※お取り扱いのない公演もあります

申込先所在地

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

大久保スポーツプラザ

日時：1月11日
（月祝）
  10:30開演
（10:00開場） 定員：60名
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

円

4

Web予約

新宿文化センター

日時：12月18日
（毎月第3金曜日）
  10:30開演
（10:00開場） 定員：30名
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

申込者氏名

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

電話予約

☆50名様ご招待

申込者住所

美術館利用案内 TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）

9:00～19:00
9:00～19:00

新宿区民招待のご案内

円

〒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

新宿文化センター公演

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

チケット購入方法

●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

広告のお問い合わせは、 直接各ご連絡先まで。

東郷青児
《セシル・カット》
1960 年頃

〜 東郷青児のコレクションより 〜

11.21sat -12.23wed

青 児とパリの美 術

2015

①新宿文化センター
②新宿コズミックセンター

※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工事休館に伴い休止
中です。

チケット販売中

新宿文化センター新春吉例

※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。

損保ジャパン日本興亜

児玉ゆかり

申込み  12月18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
ははがき
（返信用はがき不可）
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。

日時：12月27日
（日）
13:30開演
（13:00開場）
※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

窓口販売

中西勝之

日時：平成28年1月10日(日) 14:00開演 会場：大ホール
曲目：交響組曲
「ドラゴンクエストVI」
幻の大地

靖 国 通 り

新宿西口駅

佐藤一昭

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

歌舞伎町
西武
新宿駅 新宿区役所

12月9日
（水）
12:00〜
友の会先行予約開始！

黄金の響きで身も心も温まる
〜シュトラウス&シュトルツ・ガラコンサート

新 宿 文 化センター 公 演

ギャラリーオーガード

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

ド
Vol.3 新宿アンダーグラン
～テント芝居・路上ハプニング～

16:00開演

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！

大ホール

12月16日
（水）
12:00〜
Web先行予約開始！

新宿カウンターカルチャーストーリー

平成28年

3/13（日）

田家秀樹

Web

小ホール

出演：家田紀子(ソプラノ) 、三塚直美(ソプラノ)、北澤幸(メゾソプラノ)、猪村浩之(テノール)、
佐藤一昭(テノール)、中西勝之(バリトン)、児玉ゆかり(ピアノ)
曲目：J.シュトラウスⅡ作曲：
「こうもり」
、
「ジプシー男爵」
、シュトルツ作曲
「プラーターの春」
他よりア
リア、重唱
入場料：全席指定[一般] 3,500円 [新宿区民割引] 3,200円 [友の会割引] 3,000円
友の会先行予約 12月9日(水）
12:00～ ※1公演につき4枚まで
※友の会特典
（割引と先行発売）
のご利用には、ご入会が必要です
（有料）
Web W e b 先行予約
区民割引あり
12月13日(日）
12:00～
12月16日(水）
9:00～新宿文化センター、新宿コズミックセンター
家田紀子
Web
12月16日(水）
9:00～ Tel 03-3350-1141 新宿文化センター

14:00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/
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

返信（裏）

記入しない

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 ※新宿歴史博物館メン
⑤年齢
バーズ 倶 楽 部 会員
⑥性別
の方は必ず会員番号
⑦会員番号
を明記してください。

マークの付いた講座は、インターネッ
トから申し込み可

（※プール・弓道場のみ14日
（月）
〜18日
（金）
）
・29日
（火）
〜1月3日
（日） ／大久保スポーツプラザ21日
（月）
・29日
（火）
〜1月3日
（日） ／新宿文化セ
新宿コズミックセンター14日（月）〜16日（水）
・29日
（火）
〜1月3日
（日） ／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7日
（月）
･14日
（月）
･21日
（月）
・28日
（月）
〜1月4日
（月） ／生涯学習館〈赤城･住吉町
（
（12月休館日のお知らせ）
）ンター8日（火）
･西戸山〉14日
（月）
・29日
（火）
〜1月3日
（日）〈戸山･北新宿〉28日
（月）
〜1月3日
（日） ／新宿歴史博物館11月30日
（月）〜3月25日
（金）
予定

