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「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

広告内容についてのお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。
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5月5日号

A K I K O
Y A N O

9/2 Fri
18:30開演
（18:00開場）

ゲスト：糸井重里

ソロデビュー４０周年記念企画

矢野顕子
ふたりでジャンボリー
～糸井が書いて矢野が歌う
   1101曲（の予定）～

大ホール 

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　平成28年5月5日 第128号　次号は5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   

ContentsContents
2面

踊りの祭典2016
出演団体・出展団体募集 3面

新宿カウンターカルチャー・ストーリー
「マンガとロックと新宿の時代」 4面

予告　所蔵資料展
「しんじゅく歴史駅伝！」

デビュー40周年を迎える
矢野顕子さんが、

「春咲小紅」をはじめとする
多くの糸井重里作詞作品を
ピアノ弾き語りで綴るライブ。

糸井重里さんとの
トークも交えてお届けします。

このコンサートは、2014年『細野晴臣コンサート』、2015年『高橋幸宏&LOVE PSYCHEDELICO』の流れを汲む新宿文化センター自主公演です。
細野･高橋両氏はそれぞれ「はっぴぃえんど」「サディスティック･ミカ･バンド」などの活動を経て、1978年に坂本龍一氏と「YMO(イエロー ･マジック
･オーケストラ)」を結成しました。そして矢野顕子さんは、1979年YMOワールドツアーで両氏と共演しています。世界のロック&ポップスシーンに
足跡を残した3人のアーティストを通して“音楽のランドスケープ”を巡るこのシリーズ。今回の「ふたりでジャンボリー」では、トークゲストにコピーラ
イターの糸井重里さんを迎え、ご機嫌な音楽と楽しいおしゃべり満載のライブをお届けします。
独創的な歌声と変幻自在の演奏で、時代とジャンルを超越する、矢野顕子さんの素敵な音楽世界をお楽しみください。

出演：矢野顕子、糸井重里（ゲスト）
会場：新宿文化センター　大ホール
入場料：全席指定　［一般］6,500円　［区民割引］6,000円　［友の会割引］5,800円

友の会先行予約　5月13日(金）10:00～22日（日）19:00（抽選）
6月8日(水）9:00～新宿文化センター
6月9日(木）9:00～新宿コズミックセンター 9:30～新宿歴史博物館
6月9日(木）9:00～新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　　

Web6月6日（月）12:00～
6月8日(水）10:00～　

※主催公演チケット購入方法（4面）参照
企画制作：Sony Music Artists Inc.　　制作：umu LLC
協力：ほぼ日刊イトイ新聞／ SPEEDSTAR RECORDS

Web Pコード：
294-433

問合せ：新宿文化センター　
Tel 03-3350-1141

区民割引あり

5月13日（金）10:00〜
友の会先行予約開始！

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   

5月19日(木)18：15～19：45 

はじめての簿記 －第３弾－ 

『決算書ちょっとだけ上級編』 
～黒字倒産って、どうしておこるの？～ 

１．決算書を作る 
２．どこで、儲けるの？ 
３．どこに、蓄えるの？ 
４．決算書の“裏”を読む！ 

 

●会費 無料 （要電卓）   

●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：03-3205-4950 

 ts-kaikei@tkcnf.or.jp 
高田馬場駅早稲田口 ３分  大丸ピーコック裏 

まだ、間に合う！

上智大学

春期講座

申込受付中

電話 03-3238-3552

メンタルヘルス

上智大学公開学習センター

di 03-3238-3552

5/25～集中講座中国語入門

5/21～創世記を読む

5/16～書斎の外のｼｪｲｸｽﾋﾟｱ

詳細は上智 公開講座で検索

6/ 4～小学生英語教育入門

6/ 11～子どもの”こころ“と

平成28年熊本地震災害義援金にご協力をお願いします
新宿未来創造財団では、新宿区による平成28年熊本地震災害義援金の募金箱を設置しています。皆様のご協力をお願いします。
◎設置期間：設置中～6月23日（木）まで
◎設置場所：新宿コズミックセンター、新宿文化センター、新宿歴史博物館
※物品の寄付は受け付けていません。
※お預かりした義援金は、日本赤十字社を通して現地へ送ります。
※財団職員や新宿区職員が自宅等を訪問し、義援金をお願いすることはありません。ご注意ください。

問合せ：経営課　Tel 03-3232-7701

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
mail:ts-kaikei@tkcnf.or.jp
mailto:koho@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
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歴　史歴　史

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。

広告内容についてのお問い合わせは、直接各ご連絡先まで。

平成28年5月28日土
僧侶に聞く

「葬儀と墓の最新事情」
曹洞宗東長寺僧侶  手島涼仁さん

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

話 題

お 話

Oh! レガス 2016.5.05号
公営社_AD
（w96×h76㎜）

 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 

建物内部の特別公開
林芙美子の命日にちなみ、通常は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
別公開します。近代建築の旗手として知られた山口文象と林芙美子が出会い作られた建物の魅力を、この機会にご鑑
賞ください。 ※6月27日（月）は休館日に開催のため、ゆっくりご覧いただけます。
日時：6月26日（日）・27日（月）　10:00～、13:00～ 各日2回（各回70分）
会場：林芙美子記念館（中井2-20-1）　定員：各回20名（多数抽選）　料金：300円(入館料含む)
申込み： 6月10日（金）必着。往復はがきに記載例(3面)のほか希望日・希望時間・同伴者名（1名まで）を記入し、新宿歴史博物館へ。

林芙美子記念館

問合せ 新宿歴史博物館（三栄町22）　Tel 03-3359-2131　Fax 03-3359-5036
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

写真展 戦後
1945  - 1989昭和の新宿風景

P o s t w a r   S h o w a  S h i n j u k u  S c e n e

新宿歴史博物館 所蔵資料展 新宿歴史博物館では平成22年度より新宿風景写真展を行ってきました。今回はその集大成として、太平洋
戦争の終戦から昭和の終わりまでの新宿区内の写真を展示しています。昭和22年（1947）、戦後の変革の
中で新宿区が誕生します。この時から新宿区では区内の記録写真を撮り始めました。そこには今とはかけ
離れた新宿の風景があります。昭和30年代になると、東京オリンピックの準備のため数々の建設が行われ、
昭和40年代は若者たちが活動、昭和50～60年代は経済的な豊かさと格差の時代でした。これらの写真
100点余りを展示しています。

時間：9:30～17:30（最終入館は17:00）
会場：新宿歴史博物館　地下1階企画展示室
休館日：5月9日（月）・23日（月）

開催中～6月12日（日）　

連続講座 歴史学・考古学から建築史・都市計画まで

江戸城講座
新宿区は江戸城外堀の西に位置しています。江
戸城外堀400年を迎える2036年に向かって、普
及啓発活動を行っています。外堀のみならず江戸
城、そして江戸東京を取り囲む諸事情を、様々な
切り口から、最先端の研究者たちに講義していた
だきます。

日にち 演題（仮題） 講師
６月１２日（日）「江戸城造営の全貌」 野中和夫（日本大学講師）
６月１９日（日）「天下祭の祭礼行列と江戸の町」 亀川泰照（日本女子大学講師）
６月２６日（日）「空間多様性からみた江戸城と江戸城外濠」 森田喬（法政大学教授）

時間：14:00～16:00　会場：新宿歴史博物館　2階講堂　
定員：90名（多数抽選）　
料金：全1,500円（単回受講不可）
申込み：5月27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枚で1名まで）　 WebWeb

渋谷のルーツと駅周辺を巡る
再開発により大きく変貌しつつある渋谷駅周辺。渋谷発祥の地とされる金王八幡宮を中心に、代官
山から並木橋と渋谷のルーツをたどります。
日時：6月18日（土）　9:00～12:00　

（雨天決行・荒天中止）
集合：代官山駅（東急東横線）
コース（予定）：旧朝倉家住宅→猿楽古代住居跡→並
木橋→東福寺→金王八幡宮→豊栄稲荷神社→氷川
神社→國學院大學博物館　約３㎞
解散：白根記念渋谷区郷土博物館・文学館前　

最寄駅：渋谷駅
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： 5月20日（金）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

牛込・四谷・淀橋・落合　
しんじゅく歴史駅伝！
新宿区を、牛込、四谷、淀橋、落合の4つの地域にわけ、
旧石器時代から現代まで、それぞれの地域を代表する資
料を駅伝選手に見立てて展示します。
夏休み期間中、どうぞご家族でお楽しみください。

新宿歴史博物館 所蔵資料展予 告

6月25日（土）～8月21日（日）　
時間：9:30～17:30（最終入館は17:00）　会場：新宿歴史博物館　地下1階企画展示室
休館日： 6月27日（月）、7月11日(月)・25日(月)、8月8日(月)

無料

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：直接ご来場ください。

ギャラリー
トーク

ミュージアムショップ
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Ａ
４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)　

金王八幡宮

江戸総鎮守　神田明神

好評開催中！ 無料

 寝室 建築現場の芙美子

柿かご

戸山ケ原(濱田熙画）

太宗寺閻魔

淀橋代表 四谷代表落合代表

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

記載例

※�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。

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

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　桐朋音楽教室講師 中井駅7分

「志村ピアノ･ソルフェージュ教室」で検索を

M'sパッチワーク・キルト m667.blog.fc2.com
火木土 早稲田7分 ¥3000/月2回　入会金¥5000
日本手芸普及協会指導員☎09072820950見学可

大人も子どもも一度でハマるカポエィラ!
ブラジル生まれの楽しい全身運動 キックだ!
カポエィラ・テンポ大久保 capoeira.or.jp

健康マージャン　女性･初心者･シニアが中心
ほのぼの無料体験!ドリンク付3時間1000円
高田馬場1分麻雀OZ(オズ)☎03-5285-8666

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￥1500～新宿/池袋教室03(5738)8783WING

新宿英語クラブ 080-9985-2622 岩井 ゆかり
小学生で中学文法全完了 ＊ 英語が使える、
書けるを前提に英語嫌いも支援　￥1000/回

フランス語圏学生のホストファミリー募集
日本語学習者をホームステイさせて下さい。
7～9月各月単位。謝礼6万5千円（朝夕食込）
語学力不要。エスパスラング東京☎3486-0120

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

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
⑤年齢
⑥性別
⑦会員番号

52
円

申込み：募集要項を確認のうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、郵送または持参にて新宿文化センターへ。各生涯学習館でも受け付けます。
募集要項および申込書は、新宿文化センター、各生涯学習館で配布。(新宿文化センターウェブサイトからダウンロード可)　問合せ： 新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

授業やクラブ活動、ダンススクールなどで練習したリズムダンスのパフォーマンス
を晴れの舞台で仲間と一丸となって披露する大会です。東日本大会が新宿文化セ
ンターで開催されます。日頃の練習成果を発揮してみんなで輝く一大チャンス！
めざせ全国大会！　
日時：8月22日（月）～24日（水）　会場：新宿文化センター　大ホール　
対象：小学校、中学校に通う児童・生徒、5名以上40名程度で編成したチーム。
部門：学校参加の部：6月24日（金）必着。オープン参加の部：6月10日（金）必着。

全日本小中学生ダンスコンクールウェブサイトより、所定の申込書をダウン
ロードし、Eメールにて全日本小中学生ダンスコンクール事務局まで。

入場料：観覧チケットは当日会場にて販売（予定）　
主催：朝日新聞社　
問合せ： 全日本小中学生ダンスコンクール事務局　〒104－8313中央区銀座

7-16-12　G-7ビル朝日広告社内　Tel 03-3547-5570（平日10:00～
12:00･13:00～17:00）　 dance2016@ad.asakonet.co.jp
http://www.asahi.com/event/dance/

第4回全日本小中学生ダンスコンクール
東日本大会

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
の星座を見つける目印となる「おおぐま
座」のお話を投影します。
投影日： 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

　　　　　「夏」落語in和室
日時：6月25日（土）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）
出演：立川談修（立川流・真打）　
入場料：600円　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

※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。

年5回の
大好評寄席

落語in和室毎月のお楽しみ！！ 大久保スポーツプラザ

新鋭の若手噺家による落語二席をお楽しみく
ださい！

日時：6月6日（月）
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（先着順）
入場料：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。

（未就学児不可）
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

雷門音助（二ツ目） 桂たか治（前座）

ダンスプロジェクト2016

Web

講座申込み時のお願い
・ 応募人数が最少催行人数に満たない場合、開催しないことがあります。
・ 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。
・ 講座参加料入金後のキャンセル及び欠席時の返金はいたしかねます。
・ スポーツプログラムの場合、万一の事故の発生に備えて、スポー

ツ安全保険などの傷害保険へ加入されることをおすすめします。

matataki-mosezu　またたきもせず

アコースティック&ハートフル♪ 星空コンサート
プラネタリウムドームの春の星空の下、新鋭のミュージシャン
たちによるアコースティックでハートフルな、そしてパワフル
な生演奏と、映像美のコラボレーションをお楽しみください！
日にち：5月21日（土）
時間：午後の部　15:00開演（開場14:30）　※約90分（予定）

夜 の 部　17:30開演（開場17:00）　※約90分（予定）
※午後の部と夜の部の内容は異なります（入替制）

出演：午後の部　 渡井翔太、ヒグチアイ　夜の部　有馬和樹、 冨塚大地
定員：各部140名 （多数抽選)　全席自由　※未就学児入場不可、小学1～3年生は保護者同伴
料金：各部1,500円（当日支払い）　申込み：5月13日(金)必着。往復はがきにて記載例（右記）
のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。（窓口でも申込み可。返信用はがきを持参）
※開演中の入退場、および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

音楽・コーラスのつどい　 
芸術の秋に、新宿を音楽で彩る音楽祭。区内で音楽に親しんで
いる皆さまの楽しい演奏会です。日頃の練習の成果をぜひご披
露ください。
日時：11月3日(木祝)12:00～17:00(予定)
会場：新宿文化センター　大ホール
対象：① 主に区内在住･在勤の方で構成するアマチュアの音楽

(器楽)･合唱グループ
② 1年以上継続して定期的に区内で活動している5名以上

のグループ
③2回の打合せ会に参加可能な団体
　※8月23日（火）・10月6日（木）19:00～を予定

定員：30団体程度(多数抽選)
協力：新宿区合唱連盟
申込締切：7月30日（土）必着。

新宿ユース･ステージ 
パフォーマンス2016
新宿区内の小中高生から大人までの吹奏楽団や金管バンドの
「新宿ユース･ブラスフェスティバル」と、小学生のコーラスや和
太鼓団体などの「子どもの音楽会」が合体し、新たな音楽イベン
トが誕生します！子どもたちと若い世代のグループが一堂に会
し、新宿文化センター大ホールで、楽しいステージパフォーマン
スを繰り広げます。
日時：11月6日(日)10:00～17:00(予定)
会場：新宿文化センター　大ホール
対象：①新宿区内の小･中･高等学校

② 主に区内で活動する、主に子どもまたは青少年を中心
に構成する音楽(器楽)･合唱グループ

定員：20団体程度(多数抽選)
後援：新宿区教育委員会　
協力：新宿区吹奏楽団
申込締切：7月30日（土）必着。

国際都市新宿･踊りの祭典2016

様々な国の人々がエネルギッシュに活動し、暮らす街、新宿。
この日本屈指の国際都市･新宿で、今年も「踊りの祭典」を開催し
ます。第8回目を迎えたこのイベントは、各国の民族舞踊のパ
フォーマンスから、ワークショップ、エスニック雑貨や料理の販
売など、多種多様な文化と芸術が入り混じった交流プログラム
を、館内のあちこちで開催します。
日時：11月12日(土)11:00～17:00(予定)
会場：新宿文化センター　全館
対象：① 世界各国や地域の文化紹介や 

多文化交流に関心があるグループまたは個人
② 主催者来場者とともに協力し、積極的にイベントを盛り

上げてくださる方
※年齢、国籍、プロ、アマチュア等は問いません
※ 舞踊および音楽関係出演希望の場合は、必ずデモ映像(ファイ

ナライズ済みDVDのみ)を提出してください。
申込締切：7月15日（金）必着。

新宿区共催 新宿区共催 ダンスプロジェクト2016

新宿区生涯学習フェスティバル2016連携事業 新宿区生涯学習フェスティバル2016連携事業

新宿区生涯学習フェスティバル2016

新宿文化センターでステージパフォーマンス！ 出演参加団体募集

夏、みんなで出場しよう！

mailto:dance2016@ad.asakonet.co.jp
http://www.asahi.com/event/dance/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
http://www.capoeira.or.jp


チケット販売中

新宿文化センター公演　新宿区民招待のご案内
エイミー・ハナイアリイ来日公演　☆100名様ご招待
日時：6月9日(木)18:30開演（17:30開場）　会場：大ホール
出演：エイミー・ハナイアリイ、日本人ハラウ　ゲスト：鴻池薫（ギター）

  申込み   5月16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、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

チケット販売中
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（（5月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター9日（月）〜11日（水）※プールのみ9日（月）〜13日（金）　／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）・23日（月）／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9日（月）・16日（月）・23日（月）・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）　

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　Fax 03-3350-4839

新宿文化センター公演
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 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

 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。

 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

展示中〜5月26日(木)
「彩色水墨画展」
5月27日(金) 〜6月23日(木)
「デイサービスハミッツ楽筆展」
筆を楽しむ
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

みるっく

ギャラリーオーガード

5月
の

展示 6月
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L’ Arbre dans la peinture
de paysage en France

entre 1850 et 1920

●月曜定休
●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

2016 
4.16sat -6.26sun

シャルル＝フランソワ・ドービニー
《ヴァルモンドワの下草》
1872年 油彩、キャンヴァス
カミーユ・ピサロ美術館、

ポントワーズ
Pontoise, Musée Camille Pissarro

コローからモネ、
ピサロ、マティスまで

樹をめぐる物語
フランスの風景

Oh! レガス 2016.4.05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

8/6（土）
14:00開始
18:00開始

8/28（日）
14:00開始

・10/23（日）
14:00開始

　　　　　　　　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。）
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、新宿御苑大通り会、

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 

既存のダンススタイルにとらわれない自由な発想と、日常の身振りや踊り
手の個性を活かしたオリジナリティ溢れる振付手法で、ダンス公演のみな
らず演劇作品やTV・CM、ミュージックビデオの振付・出演など、幅広い
ジャンルで活動する井手茂太のワークショップが実現！

日時：8月6日（土） ①14:00〜16:00　
　　　　　　　　②18:00〜20:00
講師：井

い
手
で

茂
しげ

太
ひろ

 
参加料：[一般]3000円　
　　　　[新宿区民割引]2800円
対象：18歳以上（高校生不可）　各回25名
　　　（多数抽選）
　　　※『ダンス歴無し』の方も申込み可
申込み： 7月6日（水）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より。

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

コンテンポラリー界の異才、
振付家・井手茂太のワークショップ！

井手茂太
ダンスワークショップ

5/14（土）
11:00〜20:30

区民割引あり

区民割引あり

小ホール 

小ホール 

新宿コズミックセンター ロビーコンサート

音楽の森林浴♪ロビーコンサート
木漏れ日のような、優しく心地よい音楽をお楽しみください。
日時：5月28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：Kharites（カリテス）（Chiaki、Junko、kei）、夜のギターズ（タカスギケイ、潮田和也）
曲目：「風のとおり道」（映画「となりのトトロ」より）、「明日」（ドラマ「優しい時間」より）、

「Borsalino Theme」（映画「ボルサリーノ」より）、チック・コリア「スペイン」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

無料 新宿文化センター ランチタイムコンサート

パリの記憶～クラリネットとピアノによる～
クラリネットとピアノによる楽しいコンサート。華やかな曲からしっとりとした曲まで、魅力あふ
れるクラリネットの音色をお楽しみください。
日時：5月23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：西村薫(クラリネット)、金井裕(ピアノ)
曲目：プーランク「クラリネットソナタ」、ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」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

無料

新宿文化センターは、1979年の開館以来、国内外
の音楽･舞踊･演劇の公演が行われています。なかで
も舞踊については、これまでピナ･バウシュ率いるヴッ
パタール舞踊団、アントニオ･ガデス舞踊団、パリ･
オペラ座バレエ団、松山バレエ団、小松原庸子スペ
イン舞踊団など、多彩な舞踊団が公演を行い、高い
評価を受けました。
2015年より「ダンスプロジェクト」として、新宿文化
センターで開催される舞踊公演をラインナップ発信
し、新たな舞踊芸術の発信に取り組んでいます。

エイミー ･ハナイアリイ来日公演 6月9日(木)　大ホール　主催：(株)プランクトン

井手茂太ダンスワークショップ 8月6日(土)　小ホール

第4回全日本小中学生ダンスコンクール 東日本大会
8月22日(月) 〜24日(水)　大ホール　主催：朝日新聞社

新宿ミュージカル講座修了発表会 9月18日(日)　四谷区民ホール（内藤町87）

コンドルズの遊育計画（あそいくけいかく）2016
10月29日(土)　大ホールおよびホワイエ　主催：NHKエデュケーショナル

国際都市新宿･踊りの祭典2016 11月12日(土)　全館

2016年度ラインナップ新宿文化センター ダンスプロジェクト2016

沖縄音楽フェスティバル
真夏の新宿の風物詩「新宿エイサーまつり」
の協力公演として、2005年からスタートした
「沖縄音楽フェスティバル」。今年は、古謝
美佐子と夏川りみを中心に、沖縄民謡を代
表するアーティストたちが一堂に会します。
“南国の歌声”で、夏をお楽しみください。
出演：古謝美佐子、夏川りみ、うないぐみ、琉神、

佐原一哉、宜保和也、仲宗根創
入場料：全席指定　[一般] 4,200円　

　　　　　[新宿区民割引] 3,700円　
　　　　　[友の会割引] 3,500円

曲目：「童神」、「安里屋ユンタ」、「豊年音頭」ほか
連携：新宿エイサーまつり大会委員会

Web Pコード：
291-938

Lコード：
32687

7/30（土）
16:00開演

区民割引あり

大ホール 
古謝美佐子×夏川りみ 夢の共演！

手塚治虫の登場に端を発する戦後のマンガ文化と、エルヴィス・
プレスリーの登場に始まるロック・カルチャーを軸に、新宿が
若者文化の拠点となった時代（1960～70年代）を俯瞰します。
日本とアメリカで派生した二つのカウンターカルチャーが、人
種と国家の壁を越えてグローバルな文化に発展した過程を分析
し、新宿的な風俗との接点を探ります。

日にち 講師
マンガ編 8月28日（日）14:00〜16:00 夏目房之介　トークゲスト：サエキけんぞう
 ロック編 10月23日（日）14:00〜16:00 サエキけんぞう　トークゲスト：夏目房之介
対象：高校生以上　210名（多数抽選）※区内在住・在勤・在学の方優先　※最少催行人数各100名
料金：各回：1,000円/2回セット料金：1,600円
申込み： 8月13日（土）必着。往復はがきへ記載例（3面）のほか、希望講座（マンガ編、ロック編、

2回セットのいずれか）を記入し、新宿文化センターへ。

新宿カウンターカルチャー・ストーリー

マンガとロックと
新宿の時代夏目房之介、サエキけんぞう両氏がマンガとロックと

新宿について語る、エンタメ・カウンター・カルチャー講座！全２回開催です。
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夏目房之介

※夏目さんの白髪が飛ばないように、バックをコントロールしてください。

　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。
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　マンガ原稿とレコードのレイアウトについては、チラシを参考にしてください。
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