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発行：公益財団法人新宿未来創造財団　平成28年3月5日 第124号　次号は3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   

森と湖の国フィンランドから、スタイリッシュなジャズトリオが来日。
卓越したイマジネーションから奏でられる、繊細で奥行きのあるサ
ウンドと、お互いの息遣いが感じられるアンサンブルをお楽しみくだ
さい。
会場：新宿文化センター　小ホール
出演： ヨーナス･ハーヴィスト（Pf）、アンティ･ロジョネン（Ba）、ヨーナス･リーパ（Dr）
入場料：全席指定　［一般］3,000円　［新宿区民割引］2,800円　［友の会割引］2,500円
企画協力：BLUE GLEAM Web

ContentsContents
2面

レガスサイエンスクラブvol.1
FMラジオをつくろう！ 3面

工藤慎太郎　星空コンサート 3面

予告
写真展　戦後昭和の新宿風景

区民割引あり

Chilling at Shinjuku 〜新宿で和む！〜

フィンランドJazz
～ヨーナス･ハーヴィスト･トリオ・ライブ～ 

4/18（月）

19:00開演

小ホール 

毎年恒例、大好評のジャズ祭り！新宿文化センター全館が会場となり、プロ・アマチュア約150団
体が登場し、熱演を披露します。大編成のビッグバンドから小編成のピアノトリオまで、様々なスタ
イルのジャズをお楽しみください。新緑が美しい５月は、心もからだもスイング！スイング！
会場：新宿文化センター　全館
入場料：［前売］3,000円　［当日］3,500円　［新宿区民割引］2,700円（前売・当日とも）

※高校生以下無料（入場の際に学生証をご提示ください。）
3月11日（金）9:00～　新宿文化センター、新宿コズミックセンター
3月11日（金）9:00～　Tel 03-3350-1141　新宿文化センター

※インターネットでのチケット購入予約はありません
主催：新宿春の楽しいジャズ祭り実行委員会、公益財団法人新宿未来創造財団　共催：新宿区
協賛：末広通り商店会、要通り共栄会、トラディショナルジャズカレッジユニオン、新宿ボーカル友の会

 

今年もこの季節がやってきました！

新宿春の楽しいジャズ祭り2016
5/14（土）

11:00〜20:30

区民割引あり

問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

3月11日（金）9:00〜
チケット販売開始！

チケット販売中

タクトシステム株式会社 営業本部 第二課
レガス紙担当 高橋 沙門様

IllustratorCC

   弁護士に聞いてみよう！ 

   ｾﾐﾅｰ開催のご案内   

3月23日(水)14：00～15：30 

『墓地をめぐるトラブル』 
～安心してお墓に入りたい～ 

★墓地を「購入する」ってどういうこと？ 

★管理費にまつわる諸問題 
★永代供養は永久ではない？ 
★宗派の違いと寺院との関係 
★墓石をめぐるあれこれ 
★改葬や分骨はスムーズにいかない？ 
★  ★自分の家に墓をつくりたいけど･････ 
★お墓の「継承」って？ 

●会費 無料 
●講師 弁 護 士 内田耕司 
●申込 TEL･FAX･メールにて 
●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 ３分  大丸ピーコック裏 

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

みるっく
ギャラリーオーガード

3月 4月 の展示
ギャラリーオーガード“みるっく”は、区民のみなさんの創作品を展示するため
のギャラリーです。明るく美しい都市空間を
提供するという目的で、JR東日本と東京都
の協力を得て新宿区が設置しました。
展示中〜3月25日（金）　
友好都市児童・生徒作品交流展
3月26日（土）〜4月21日（木）　

「手作りカゴ」
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

〒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

【 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
                           （iPadの台数限り）
  ★予約はお電話でお受けします

ご参加はシニアに限らず
どなたでもOK、無料です!

 8回目

シニアのための

平成28年 3月20 （日）
◆午前の部  10:00～12:00  12人
◆午後の部  14:00～16:00  12人

日  インターネット・メール・タブレット

ワード・エクセル・パワーポイント 

デジカメ・はがき・脳活性化 

１時間 無料体験 実施中 

 入会金 2,000 円（税別） 

 学習し放題 得々コース 4,000 円（税別）／1 ヶ月 

（別途コース料金が掛かります） 

実施中 

ホームページ作成 

黒田清輝の人と芸術
3月23日（水）から5月15日（日）まで、東京国立博物館
平成館にて開催される特別展「生誕150年黒田清輝─日
本近代絵画の巨匠」のみどころを紹介します。
日時：4月16日（土）14:00～15:45
会場：新宿歴史博物館　2階講堂
講師：山梨絵美子（東京文化財研究所　企画情報部部長） 
定員：100名（多数抽選）　共催：NHK
申込み： 3月25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
枚につき1名まで。

れきはく講談　春祭り
毎回大好評の、第一線で活躍中の女流講談師4人による講談会
です。作品の時代背景や物語の概要など、講談周辺の基礎知識
を得ることも出来ます。はじめて講談を聞く方から愛好家まで、
どなたでも楽しめます。

日時：4月2日（土）13:00～15:00 (開場12:30）
会場：新宿歴史博物館　2階講堂
演目：一龍斎貞鏡『出世纏』、神田あおい『平賀源内』 、

田辺銀冶『東京オリンピック』、宝井一凜『曲馬団の女』　
前座あり

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： 3月20日(日）必着。往復はがきに記載例（3面）の

とおり記入して新宿歴史博物館へ。はがき1枚に
つき1名まで。

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/

全国文学館協議会共同展示　3.11文学館からのメッセージ
林芙美子と災害
林芙美子が後半生を過ごした落合地区は、古来より度々水
害に見舞われた地域です。林芙美子は、昭和13年の集中
豪雨による洪水の被害のことを、『私の昆虫記』のあとがき
で触れています。当時の水害の模様と災害からの復旧に
ついて、写真や資料をもとに紹介します。
日時：開催中～4月12日（火）

10:00～16:30（入館は16:00まで）
休館日：毎週月曜日　会場：林芙美子記念館　アトリエ展示室、石蔵ギャラリー (中井2-20-1）
料金：一般150円、小中学生50円

林芙美子記念館

特定天井等改修工事のため、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。
休館中は窓口業務を休止します。電話によるお問合せ、
郵送による講座の申込みはご利用いただけます。
※3月28日（月）は通常休館日
問合せ：新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

新宿歴史博物館
臨時休館のお知らせ

文化講演会

中村屋サロン美術館×
新宿歴史博物館 協働企画

新宿歴史博物館所蔵作品の中から、新宿をテーマにした
浮世絵、油彩画、水彩画、版画、デッサンなど、バラエティ
に富んだ作品を紹介します。歌川広重の浮世絵から、川
瀬巴水や織田一磨の版画、佐伯祐三の油彩画、堀潔の描
くジャーナリスティックな水彩画など、江戸から昭和にか
けての新宿を絵画で辿ります。

開催中～3月13日（日）　
時間：10:30～19:00（最終入館は18:40）
休館日：毎週火曜日
会場：中村屋サロン美術館（新宿3-26-13 

新宿中村屋ビル3階）
料金： 一般300円（高校生以下、障がいのある方とその

付き添いの方は無料）
主催：中村屋サロン美術館、新宿歴史博物館
問合せ：中村屋サロン美術館　Tel 03-5362-7508

4月2日（土）～6月12日（日）　
会場：新宿歴史博物館　地下1階企画展示室
休館日：4月11日（月）・25日（月）、

5月9日（月）・23日（月）

写真展  戦後  1945-1989

昭和の新宿風景
Postwar  Showa Shinjuku Scene
平成22年度以来開催してきた写真展の集大成。戦後から昭和の終
わりまでの新宿区内の街、人々の写真100点あまりを展示します。

新宿歴史博物館 所蔵資料展予 告

無料

無料

女流講談若手四天王揃い踏み！
Web

川瀬巴水
《冬の月（戸山ヶ原）》1931年

妙正寺川寺斉橋付近（昭和13年）

一龍斎貞鏡 宝井一凜 神田あおい 田辺銀冶

堀潔《新宿駅》1940年

好評開催中！

≪湖畔≫1897年、東京国立博物館蔵

レガスまつりレガスまつり20162016

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


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）

新宿コズミックセンタープラネタリウム

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

♪キッズ英語の歌クラブ♪ ☎3368-7318納村
英語で歌うことで正しい発音と英語力、音楽
性とリズム感も身につきます。月2回1,000円

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

入門中国語会話　10回1万円の学習コース！
中国人女性教師と楽しく勉強しよう。見学可
4月から毎土13時〜15時　本塩町地域交流館
☎03-3375-5373　中国語講習会　石井まで

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

お知らせお知らせ

記載例

※�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。

※�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。

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

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/

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

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

特別企画

チケット販売中新宿文化センターまつり
毎年好評

特別講座から 〈各1回、¥1,500〉

「日本をよむ」「世界を知る」などの講座から (下記受講料はお問合せください）

☎：03-5992-1040　 http://open.gakushuin.ac.jp/
パンフレット
無料送付！

学習院生涯学習センター

〒171 0031 豊島区目白1-3-19（学習院目白キャンパス）ＪＲ山手線目白駅徒歩5分、高田馬場駅徒歩9分

皆様の「学びたい」がここに！

学習院の春講座
受講申込受 付 中!

皆様の「学びたい」がここに！

学習院の春講座

●「俳句教室　五七五フォーラム」 網野月を他 4/19～7/19 火曜日13：30～16:30 (全4回）
●「短歌を読む・作る」 佐伯裕子 4/18～7/4 月曜日11:00～12:30 (全10回）
●「古文書に親しむ」 丸山美季 4/27～7/6 水曜日15:00～16:30 (全6回）
●「鉄道は誰のものか」 湯沢　威 5/16～7/11 月曜日15:00～16:30 (全5回）
●「中村敬子の「シャンソン・コレクション」」 中村敬子 5/19～7/7 木曜日15:00～16:30 (全3回）
●「和洋のおもてなし 食卓のマジック」 ひがしきよみ 5/27～6/10 金曜日13：30～15:00 (全2回）
●「かんたんらくらく着付け講座」 津田紫乃 4/26～6/28 火曜日19:00～21:00 (全3回）

★「人と桜の心性史－人はなぜ桜を植えるのか?」 今橋理子 【3月26日（土）13：30～15:00】
★「「希望」について－あしたのむこうに－」 玄田有史 【4月16日（土）13：30～15:00】
★「ヨーロッパ近代の意味　二つの世紀末から考える」 福井憲彦 【6月11日（土）13：30～15:00】

春番組   春の星空と 
動いている大陸

「大陸は地球の表面を
移動している」というこ
とを発見したウェゲナー
の物語と、春の星座を
見つける上で目印となる

「おおぐま座」のお話し
を投影します。
投影日： 3月12日(土)・19日（土）・20日（日）

26日（土）、4月9日(土)・17日(日)、
5月5日(木祝)・14日(土)・22日（日）

時間：1回目10:30〜　2回目13:30〜
3回目14:50〜（投影時間は約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

イージーリスニング♪
星空CDコンサート
満天の星空の下、クラシックから、ジャズ、ポップスなど
をお楽しみいただけます。リクライニングシートでゆった
りと、音楽鑑賞はいかがですか？
日時：4月2日（土）14:00開演（開場13:30）※約40分

※春の星空解説あり　
※時間内の入退場自由

企画：レガスプラネタリウムボランティア
対象：どなたでも　140名（当日先着順）　※全席自由
申込み：開演開始の30分前から8階受付にて受付を開始。

シンガーソングライター 
工藤慎太郎 星空コンサート
第1部　春の宙歌♪アコースティックライブ
　　　  〜春の星空解説 & 日本で一番星空に近い島へ〜
第2部　南十字星コンサート 〜八重山諸島の星物語〜
をお届けします！
日時：3月21日(月休) 16:00開演

(15:30 開場) ※約85分
出演： 工藤慎太郎（ギター弾き語り）
曲目： 「見上げてごらん夜の星を」「君を想う」

「Message...」ほか　
※途中星空解説10分あり

ナビゲーター：南の島の星空ガイド　上野貴弘
定員： 140名(多数抽選) 

※要事前申込み。全席自由　
料金：1,500円(当日支払い) 
申込み： 3月13日(日)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXにて、記載例（3面）

のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833 
※開演後の入場不可。
※未就学児入場不可、小学1〜3年生は保護者同伴。
※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。

Web

問合せ　スポーツ課　Tel 03-3232-7701

無料

プ
ラネ

タリ
ウムド

ームの春の星空の下、

おな
じみの音

楽をお楽しみください！

4/2（土）

夢丸落語会
時間：17:30開演（17:00開場）　
会場：新宿文化センター　小ホール
出演：三笑亭夢丸、神田松之丞、マグナム小林　ほか　
入場料：全席自由　1,600円
協力：（公社）落語芸術協会　
※未就学児入場不可
※「落語in和室」回数券の利用不可 Web

ワセオケ避難訓練コンサート
開演中に災害が発生したと想定して避難訓
練にご参加いただき、訓練後は再び演奏を
お楽しみいただける演奏会です。
時間：13:30開演（13:00開場）　
会場：新宿文化センター　大ホール
出演：早稲田大学交響楽団
曲目： ドヴォルザーク『交響曲第9番ホ短調 

作品95 新世界より』
全席自由・入場無料　※未就学児入場不可

小学校放課後子どもひろば
子どもたちの
見守りスタッフ募集
子どもたちが安心して放課後の時間を過ごせるよう、
教室や校庭で安全管理や遊びのサポートをする仕事です。
場所：新宿区内の小学校（勤務地希望、応相談）
時間：放課後〜最長19:10（ 学校の長期休業期間などは9:50〜）

※ 学校・時期により異なる。2時間のみの勤務もあり
対象：子どもが好きな方。資格・経験不要。　
時給：940円〜（平成28年4月からは950円〜 )※試用期間あり
問合せ：子ども支援課　Ｔel 03-3232-5122

電波のしくみを知ればラジオを聴くのがもっと
もっと楽しくなるよ！　FMラジオをつくってみよう！
会場：新宿コズミックセンター　3階大会議室　
定員：各コース30名（多数抽選）　

※Aコースは要保護者同伴　※区内在住・在学の方優先
料金：1,000円（材料費込み）
協力：野

と こ ろ
老実験クラブ　

問合せ：子ども支援課　Tel 03-3232-5122

申込み：3月28日（月）必着。往復はがきまたは受信可能な方
はFAXで記載例（3面）のほか、学年・学校名・保護者氏名（同
伴の場合）・緊急連絡先を記入し、
新宿コズミックセンターへ。Fax 03-3209-1833 Web

日にち コース 時間 対象

4月16日
（土） 

A 10:00〜
12:00

小学
1・2年生

B 13:30〜
15:30

小学
3〜6年生

Vol.1

問合せ：新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

無料

FMラジオをつくろう！
電波ってなんだろう？
どうやって音がつたわるの？

レガスまつりレガスまつり20162016

レガスまつりレガスまつり20162016

http://open.gakushuin.ac.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/
http:// www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
http://www.mfpa.co.jp


チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
公
演

チケット販売中

チケット販売中

4

広告のお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

（（3月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター14日（月）　／大久保スポーツプラザ22日（火）　／新宿文化センター8日（火）　／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）・22日（火）・28日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉14日（月）　〈戸山･北新宿〉28日（月）　／新宿歴史博物館　〜3月25日（金）予定・28日（月）

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

新宿文化センター公演

 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
※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3月26日（土）（予定）より再開します。

 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 

Web
①友の会会員

　　　	②チケットWeb会員
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］

 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。※1公演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。

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

美術館ガイドスタッフ
（ボランティア）募集

子どもたちの発見に
感動、共感、ドキドキ、わくわく！

美術鑑賞を支援するため、お客様
と美術館をつなぐ「かけ橋」として
美術鑑賞のガイドなどにたずさわ
るボランティアを募集します。鑑
賞会参加者（児童・生徒・社会人）
と対話をしながら作品鑑賞をし、
参加者から感想や考え方を引き出
し深める活動をします。
応募期間：3月22日(火) 〜4月5日
（火）必着。所定の応募用紙と作文
を提出していただきます。詳しく
は美術館ウェブサイトより募集要
項をご確認下さい。
問合せ：東郷青児記念 損保ジャパ
ン日本興亜美術館(西新宿1-26-1)
Tel 03-3349-3081
http://www.sjnk-museum.org/

Web

「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＝125,000部
　　　　　（新聞折込配布116,000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 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

FACE展
2016
損保ジャパン
日本興亜美術賞展

●月曜定休（ただし3月21日は開館、翌22日も開館）
●午前10時～午後6時 ※入館は閉館30分前まで

2016 
2.20sat-3.27sun

グランプリ
遠藤 美香《水仙》
2015年　木版画

Oh! レガス 2016.2.05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 上智大学

公開講座

3/8(火)から

受付開始！

電話 03-3238-3552

検索�� 公開講座

その他教養講座、12 言語の

上智大学公開学習センター

・没後 100 年 夏目漱石を読む

・安全保障法制と憲法

・没後 400 年 ��の�の��������

語学講座も多数開講します！

シリーズ第3回は音楽プロデューサーの佐藤剛が、唐十郎率いる
「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　
助成：（一財）地域創造	

Web Pコード：
259-282

3/13（日）

16:00開演

小ホール 

区民割引あり

文化講座「新宿カウンターカルチャーストーリー」

Vol.3 新宿アンダーグラウンド 
　　　～テント芝居・路上ハプニング～

新宿コズミックセンター ロビーコンサート 大久保スポーツプラザ　プラザコンサート
ギターに乗せ、 歌と読み語り
春う･ら･ら♪ロビーコンサート
卒業・旅立ち・出逢い…新たなステージへの幕開けに、
素敵なひと時を！
日時：3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：鴇羽	tokiha&羽山茂樹
曲目：なごり雪、卒業写真、糸	ほか　※途中、「春の夜空に遊ぶ」電子紙芝居あり
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

春のプラザコンサート
SHIZEN♪スプリングコンサート
日時：3月27日（日）11:30〜12:30（開場11:00）
会場：大久保スポーツプラザ　3階多目的ホール（大久保3-7-42）
出演：SHIZEN（Ben	Haworth&Rina	Suzuki）
曲目：Night	Birds、ビートルズメドレー、Daydream	Believer、

情熱大陸、春うたJ-Popｓメドレー	ほか
定員：100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

　　　　　「春」落語in和室
日時：3月27日（日）13:30開演（13:00開場）
会場：大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保3-7-42）
入場料：600円
出演：立川談修（立川流・真打）　
定員：60名（先着順）　
※「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

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：3月18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　
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：3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

※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。

※	新宿文化センター「落語in和室」は3月18日の公
演をもって終了いたします。長らくのご愛顧あり
がとうございました。大久保スポーツプラザ「落
語in和室」は引き続き5月より開催いたします。

大好評寄席
昔昔亭桃之助（3月18日出演）桂竹千代（3月7日出演）

無料無料

SCCS 03
新宿文化センター ランチタイムコンサート

お昼のひととき　フランス音楽で
フランスの工房アルフレッド・ケルン社製、カヴァイエ・コル型
大オルガンの、豊かな響きをご堪能ください。
日時：3月7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：青田絹江（パイプオルガン)
曲目：J.アラン「間奏曲」ほか　※曲目は変更になることがあります
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

無料

シャンソン・バルカン音楽などを主体に歌とアコーディオン姉妹ユニットとし
て活動しているチャラン・ポ・ランタン。アメリカ・カナダツアーは大盛況で
幕を下ろし海外からの注目も高い２人。こぶしの入ったボーカル・サーカス風
の独特な世界観をぜひ五感でお楽しみください。
入場料：全席指定　3,600円　※3歳以上または3歳未満で座席が必要な場合は要チケット
主催･問合せ：(株)ホットスタッフ・プロモーション　Tel 03-5720-9999	 Pコード：

283-272
Lコード：
75437

3/12（土）

18:00開演

チャラン・ポ・ランタンと
愉快なカンカンバルカンツアー2016
“女たちの120分”

大ホール 

井出情児佐藤剛

同日開催！
2プログラム続けて
お楽しみ下さい！

写真提供：新宿歴史博物館

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/webtomo/
http://pia.jp/
http://eplus.jp/
http://www.sjnk-museum.org/
http://www.sjnk-museum.org/
mailto:koho@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/

