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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。

第11回沖縄音楽フェスティバル　チケット発売中！　7月30日(土)16:00開演　新宿文化センター大ホール	
	 　　　　　　　　　　　　古謝美佐子、夏川りみ、うないぐみ　ほか　　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
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Exhibition “The History of Each Area in Shinjuku”
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6月5日号

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　平成28年6月5日 第130号　次号は6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   
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パイプオルガンは
ヒミツ基地 ! 3面

新宿フォークソングが
流れる街 4面

無料日本語クラス
学習者募集 !!

新宿区を、牛込、四谷、淀橋、
落合の4つの地域にわけ、古代か
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。

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)

牛込･四谷･淀橋･落合
各地域の魅力はっけん！

一口に新宿区と言っても、地域ごとの個性があります。それぞれの個性の
違いは、地域の歴史的・文化的環境の影響を少なからず受けて生み出され
たものです。今回展示で取り上げる牛込・四谷・淀橋・落合の４地域の特
性とその背景について各地域の共通性と違いに着目しながら解説します。
日時：7月16日（土）14:00〜16:00　
講師：鈴木靖（新宿区地域振興部多文化共生推進課長）
申込締切：6月27日（月）必着。

新宿駅のひみつ
−なぜ1日364万人をさばけるのか−

ギネス世界一の乗降者数を誇る新宿駅には多くの謎があると言われていま
す。明治18年(1885)に開業して以来、拡大を続ける新宿駅は、物理的に
も迷宮化し、多くの人々を迷わせます。新宿駅に関する様々な謎を、東京
駅や渋谷駅をはじめとする“迷宮”ターミナル駅について、著書・講演多数
の話題の講師が解説します。
日時：7月31日（日）14:00〜16:00　
講師：田村圭介（昭和女子大学准教授）　申込締切：7月11日(月)必着。

関連講演会Ⅰ 関連講演会Ⅱ

会場：新宿歴史博物館　2階講堂　定員：各90名（多数抽選）　料金：各500円　
申込み：	往復はがきに記載例（2面）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。（はがき1枚で1講座1名まで）

Web

四谷御門・紀尾井町から江戸城を目指して
日時：7月9日（土）9:00〜13:00（雨天決行・荒天中止）
集合：千代田区サンサン広場（四ツ谷駅前広場）
最寄駅…ＪＲ線・東京メトロ「四ツ谷駅」（JR線麹町口）
コース（予定）：四谷御門→紀伊徳川家中屋敷跡→尾張徳川家中屋敷跡→
井伊家中屋敷跡→紀伊徳川家上屋敷跡→半蔵御門→渡辺崋山誕生地→
井伊家上屋敷跡→桜の井戸→桜田御門→大手御門（約6km）

解散：大手御門（自由散策）
最寄駅…	東京メトロ「大手町駅」、JR線・東京メトロ「東京駅」、	

東京メトロ「竹橋駅」
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：	6月24日（金）必着。往復はがきに記載例（2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。

江戸時代、紀尾井町周辺は、紀伊徳川家上屋敷、尾張徳川家中屋敷、井伊家中屋敷など幕府を支えた
大大名の屋敷が多くありました。多くの見附や御門を見ながら江戸城に入城します。

歴 史 ・ 文 化 探 訪

Web

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

問合せ：新宿歴史博物館　Ｔel	03-3359-2131

新宿歴史博物館 所蔵資料展

（公財）新宿未来創造財団 
常勤職員募集

職種：一般事務　採用予定数：若
干名　受験資格：学校教育法に
基づく大学（短期大学を除く。）を
卒業した方（平成28年9月までに
卒業見込みの方を含む）　採用年
月日：平成28年10月1日　勤務
場所：財団が管理運営する新宿
区 の 施 設　 給 与：初 任 給 約
186,000円から　その他手当支
給。　勤務時間：週平均38時間
45分勤務。土・日・祝日の勤務
あり。4週間につき8日の休み。
申込み：6月13日（月）必着。所定
の申込書・作文（新宿未来創造財
団ウェブサイトからダウンロード
可）を、新宿コズミックセンターま
で持参または郵送。
問合せ：経営課　Tel 03-3232-７７０１

柿かご

牛込神楽坂之図
戸山ケ原（濱田熙画）太宗寺閻魔

淀橋地区

四谷地区

牛込地区

落合地区

内藤新宿復元模型 田村圭介

大手御門

   弁護士に聞いてみよう！ 

   ｾﾐﾅｰ開催のご案内   

6月23日(木)14：00～15：30 

『お葬式をめぐるﾄﾗﾌﾞﾙ』 
～穏やかな旅立ちのために～ 

★お葬式費用の支払いはどうしよう？ 

★生前予約・生前契約をしても大丈夫？ 

★互助会ってどんなもの？ 

★頼んだ内容と違うと思うのだけれど･････ 
★遺族同士で揉めてしまったんです･････ 
  ★遺産分割と葬式費用の関係ってどうなる？ 
 

●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：03-3205-4950 

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

相続税の専門家 30分相談無料

相続税相続税相続税
対策対 策対 策申 告申 告申 告 相続手続

代行　　
相続手続
代行　　
相続手続
代行　　20万円より

創業30年 実績950社

税理士法人

高田馬場駅より徒歩3分
税理士／公認会計士／社会保険労務士／行政書士

東京都新宿区高田馬場1－31－18　高田馬場センタービル6F

ご相談は☎03-5285-4123
相続統括責任者　税理士　遠 山 順 子
青山学院大学特別講師　米国公認会計士

どの専門家
に相談すれ

ば

良いのか、
困っている

方も

お気軽にご
相談くださ

い

税理士法人　とおやま 検 索

とおやまグループ

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
mail:ts-kaikei@tkcnf.or.jp
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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？　詳しくは　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/　Tel 03-3232-7701（平日9:00〜17:00）

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。

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/
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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

記載例

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。

問合せ・外国人相談コーナー

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

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

中高年のための楽しい英会話
英会話を始めるのに年なんか関係ありません
夢♪は永遠に持ち続けましょう。場所：四谷
地域センター11階 土曜日:10:30〜12:00 入
会金¥2000 月謝¥4000 ☎(3267)7206 岩崎

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6.5万円/月(朝夕食込)
語学力不要。エスパスラング東京☎3486-0120

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

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

フラダンス 新規クラスメンバー募集
水曜・高田馬場 体験レッスン随時受付中
問合せ☎080-3364-1630  あさみまで

マージャン教室･健康麻雀　女性･シニア中心
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

「大人のための理科実験教室」始まる。
隔週月曜日午後、四谷駅3分日本写真会館3F
詳しくはyotsuya-rika.com「四谷理科実験」
で検索を　（一社）東京四谷理科実験クラブ

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

申込みにあたって取得する個人情報は、当該講座・イベントに係る諸連絡の目的で利用するも
のとし、それ以外の利用はいたしません。

多文化多文化 問合せ 地域交流課  
Tel 03-3232-5121　Fax 03-3209-1833
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

新宿の弥生時代
新宿区内では、下戸塚遺跡、戸山遺跡な
どの弥生時代の遺跡が発掘調査されてい
ます。発掘調査の成果をもとに、新宿の
弥生時代について解説します。

日にち 内容
① 7月3日（日） 弥生時代ってどんな時代？
② 7月10日（日） 新宿の弥生時代

時間：14:00〜15:30　会場：新宿歴史博物館　2階講堂
講師：後藤理加（新宿歴史博物館学芸員）
定員：90名（多数抽選）　料金：全500円（単回受講不可）
申込み： 6月20日（月）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。

「メアリー・カサット展」関連講演

メアリー・カサットの 
人と作品の魅力
6月25日（土）から9月11日（日）まで、横浜美術館
で開催される「メアリー・カサット展」のみどころを
紹介します。
日時：7月2日（土）14:00〜15:45
講師： 内山淳子（横浜美術館学芸グループ主任

学芸員/チームリーダー）
申込締切：6月17日（金）必着。

特別展「古代ギリシャ
−時空を超えた旅−」関連講演
6月21日（火）から9月19日（月祝）まで、東京
国立博物館で開催される特別展「古代ギリシャ
−時空を超えた旅−」のみどころを紹介します。
日時：7月16日（土）10:00〜11:45
講師： 小野塚拓造（東京国立博物館研究員）
申込締切：6月14日（火）必着。

文化講演会学芸員と学ぶ歴史講座

Web
会場：新宿歴史博物館　2階講堂　定員：各100名（多数抽選）　共催：NHK　
申込み：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講座1名まで）

無料

無料

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および欠席時の返金はいたしかねます。
・ 講座・イベントの参加にあたっては、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。
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For more information: in Japanese: 
Regional Exchange Division 03-3232-5121　
English: 03-5272-5060

咨询电话：

日语：地域交流课　03-3232-5121

汉语：03-5272-5070

문의：

일본어：지역 교류과　03-3232-5121

한국어：03-5272-5080
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Japanese language volunteer training 
course students will teach a class 
Now Recruiting Students for 
Free Japanese Classes 
Volunteers learning how to teach Japanese will 
teach introductory Japanese. non-Japanese 
residents with beginner Japanese language skills. 
Date and Time：�Thursdays 10:10 to 11:30, June 23 

to September 8 (no class on July 7, 
21, August 11,18). Total of 8 classes.

Location：�Shinjuku Cosmic Center 3F Large Meeting Room
Eligibility：�Total beginners, or those who understand 

only a little Japanese.
Capacity：�20 people　Fee：�Free 
To Apply：Send e-mail to Shinjuku Cosmic Center 
with： 1. Name (and furigana), 2. Address, 3. 
Telephone Number, and 4. Nationality. 
※ An application is accepted at any time.

sjc@regasu-shinjuku.or.jp

由日语志愿者培训讲座的听讲人发起

免费日语班 
招收学生！！
正在学习日语教授法的志愿者，教你

“入门”日语。不懂日语的外国朋友们，

让我们一起来学习日语吧！

时间：�6月23日（周四）—9月8日（周四）�

每周四（7月7日,21日,8月11日,18

日,休息）共8次�上午10点10分—

11点30分

会场：�新宿阔兹密席体育中心�3楼大会议室

对象：�完全不会日语的人、只会一点

日语的人。

定员：20名　参加费：免费

报名方式：发送电子邮件至新宿阔兹密

席体育中心。请在邮件中写明�①姓名（假

名注音）②住址　③电话号码　④国籍。

※随时受理申请。

sjc@regasu-shinjuku.or.jp

일본어 자원봉사 양성 강좌 수강생이 실시하는

무료 일본어교실 
학습자 모집!!
일본어 교육법을 공부하고 있는 자원봉사자가 

입문 일본어를 가르칩니다. 일본어가 서투른 외

국인 여러분, 꼭 함께 일본어를 공부합시다.

일시：�6월 23일(목)~9월 8일(목) 매주 목요일

(7월 7일, 21일, 8월 11일, 18일 은 쉼)　 

총 8회  10:10~11:30

장소：신주쿠코즈믹센터　3층 대회의실

대상：�일본어를 전혀 모르시는 분, 일본어를 조

금 아시는 분.

정원：�20명　요금：�무료

신청：이메일로 신주쿠코즈믹센터에 보내 주십

시오. ①이름(발음 표기) ②주소 ③전화번호 ④국

적을 적어 주십시오. ※신청은 수시 접수합니다. 

sjc@regasu-shinjuku.or.jp

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/

無料 �Free 
免费 무료

メアリー・カサット《眠たい子どもを沐浴させる母親》
1880年、油彩・カンヴァス・ロサンゼルス郡立美術館蔵
Digital Image © 2015 Museum Associates/

 LACMA, Licensed by Art Resource, NY

『アルテミス像』 前100年頃／デロス島 
アテネ国立考古学博物館蔵

©The Hellenic Ministry of Culture and 
Sports-Archaeological Receipts Fund

小銅鐸
（高田馬場三丁目

遺跡出土）

 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 

平成28年6月25日土

最近の埋葬事情
永代供養墓・樹木葬・室内墓

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

Oh! レガス 2016.6.05号
公営社_AD
（w96×h76㎜）

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

『Oh! レガス新宿ニュース』へのご意見・ご要望をお聞かせください。　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=108069

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。

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839

47年の実績

生 徒 募 集！生 徒 募 集！生 徒 募 集！

6/
6/
11（土）
14（火）

国際都市新宿･踊りの祭典2016
各国の民族舞踊のパフォーマンス、民族音楽演奏、ワークショップ
など、多様な文化と芸術が入り混じったプログラムを開催します。
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

申込締切：7月15日（金）必着。

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、新宿
コズミックセンター、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)　

区内在住・在勤・在学の方および生涯学習館など区内施
設で活動しているアマチュアの方の作品を募集します。作
品は新宿文化センターに展示します。みなさんの作品で

《新宿の秋》を彩ってみませんか？

『短歌・俳句・川柳展』作品募集！
未発表作品、自由題、1人2首（句）まで（複数部門応募可）。作品にふりがな
が必要な場合は必ず記入してください。部門ごとに各賞選考します。また、
受賞作品展示のほか全応募作品を『作品集』にまとめ、新宿文化センターで11
月28日（月）より配布します。
申込み：9月16日（金）必着。所定の申込書もしくは郵便はがき（52円）に、記
載例（2面）のほか、「短歌」「俳句」「川柳」の別を明記のうえ作品を記入し、郵
送または直接、新宿文化センターへ。各生涯学習館窓口でも申込み可。新宿
文化センターウェブサイトから簡単な応募も可能になりました。
展示期間：11月28日(月) ～12月4日(日)�9:00～18:00（受賞作品のみ）
会場：新宿文化センター　地下1階展示室

『絵画展』作品募集！
油彩画、水彩画、パステル画、日本画、水墨画、
版画など、1人1点まで。作品サイズは20号まで。
額縁または仮縁に入れて、壁に展示できるよう紐
を付けてください（ガラス不可、アクリル可）
協力：新宿区美術学習活動グループ連合会
申込締切：�9月2日（金）必着。
展示期間：10月4日（火）～10月9日（日）10:00～
18:00（最終日は14:00まで）　※作品搬入は10月2
日（日）13:00～17:00。作品は展示後返却します。
会場：新宿文化センター　地下1階展示室

新宿区生涯学習フェスティバル2016
文化・芸術・生涯学習 区民の文化祭 新宿区共催 優秀作品は表彰！

※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

新宿コズミックセンタープラネタリウム

夏番組  �夏の星座と銀河鉄道の夜
宮沢賢治の名作「銀河鉄道の夜」と、いて座になったケンタウルス族の賢者
ケイローンのお話を投影します。
投影日：7月9日（土）・17日（日）・30日（土）、8月5日（金）・6日（土）・12日（金）・14日（日）・19日（金）・
20日（土）　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

夏休み　コズミック特別企画2016
わかりやすい「宇宙と星空のふしぎ」
国立天文台の縣

あがた
先生が、「宇宙と星空」についてわかりやすく解説します。おとなの方も楽しめます

よ！終了後に、恒例の「質問コーナー」もあります。
日時：7月24日（日）14:00開演　13:30開場（約70分）
内容：第1部�「太陽系を旅しよう」

（途中、「夏の星空解説」があります）
第2部�「天の川を旅しよう」

講師：縣秀彦（国立天文台天文
　　　　　　�情報センター准教授）
対象：小学生以上　※小学1～3年生は要保護者同伴
定員：140名（多数抽選）※全席自由　料金：500円（小学生無料）
申込み：�7月8日(金）必着。往復はがきにて、記載例（2面）のほか、学年、同伴者の人数を記入し、

新宿コズミックセンターへ。（窓口で申込みも可。返信用はがきをお持ちください。）

問合せ スポーツ課　Tel 03-3232-7701
落語in和室毎月のお楽しみ！！ 大久保スポーツプラザ

日時：7月4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）柳亭明楽（二ツ目） 三遊亭馬ん長（前座）

　　　　　「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）

年5回の
大好評寄席

パイプオルガンはヒミツ基地！
「どうしてたくさんのパイプやボタンがあるの？」「いろいろな種類の
音が出るって本当？」など、パイプオルガンのひみつを楽しく、わか
りやすく解説します。すてきなミニコンサート付き！
日時：7月27日(水)14:00～16:00　会場：新宿文化センター　大ホール
演奏・解説：早島万紀子・高橋博子（新宿文化センター�専属オルガニスト)
対象：区内在住・在学の小中学生　50名(多数抽選)※小学1～3年生は要保護者同伴
申込み：�7月14日(木)必着。往復はがきに、記載例(2面)のほか、学校名・

学年、同伴保護者名を記入し、新宿文化センターへ。
問合せ：新宿文化センター　Tel�03-3350-1141 WebWeb

無料

Web

Web

新宿コズミックセンター ロビーコンサート

迫力の和太鼓！ 演奏＆体験ワークショップ
和太鼓の力強い演奏をお楽しみください！
日時：6月25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：たかに太鼓　演目：�水口囃子、秩父屋台囃子、和太鼓体験コーナー
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

ロミオとジュリエット 〜様々な形〜
日時：6月27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：栗林瑛利子（ソプラノ）、
又吉秀樹（テノール）、浅見陽子（ピアノ）　曲目：グノー「私は夢に生きたい」、バーンスタイン「Tonight」�
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

新宿区成立70周年記念
新宿文化センター合唱団員募集

ヴェルディ「レクイエム」
人気急上昇中！イタリアの指揮者アンドレア・バッティストーニ
と、一流のソリスト、オーケストラとともに、新宿区成立70周年
記念コンサートに出演します。合唱が初めての方のご参加もお
待ちしております。

日時：7月6日（水）から基本的に毎週水曜日　全30回程度　18:30～21:00
※練習の進捗状況によって回数が変更になる場合があります。
会場：新宿文化センター　小ホール　合唱指導：山神健志　ほか
対象：継続して練習に参加でき、本番に出演できる方

200名程度（先着順）　※定員になり次第締め切り
料金：新宿区民の方：12,000円　新宿区外の方：18,000円

※楽譜、チケット代等を除く
申込み：�受付中～6月22日（水）必着。所定の申込書を持参、郵

送にて新宿文化センターへ。または新宿文化セン�
ターウェブサイト内の専用申込フォームより。

【本番概要】
公演日：平成29年2月18日（土）　
会場：新宿文化センター　大ホール
指揮：アンドレア・バッティストーニ　
独唱：小原啓楼（T）、妻屋秀和（B）ほか
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

※ 申込書は新宿文化センターウェブサイトよりダウンロードおよ
び新宿文化センターで配布　

無料

ダンスプロジェクト2016

入賞者は、結果発表のため氏名を『Oh ! レガス新宿ニュース』に掲載させていただきます。

ヒミツ基地
公認キャラ

オルガンロボ

夏休みの自由研究の参考になるよ！

Web

あなたも大ホールの
舞台に！

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=108069


新宿文化センター公演　新宿区民招待のご案内
合唱・民族楽器・舞踊による第３回ロシア音楽祭　☆80名様ご招待
日時：7月23日(土)12:00開演　会場：大ホール　申込締切：6月20日(月)必着　
出演：合唱団白樺ほか23団体、国立モスクワ音楽院室内合唱団（特別出演）

第４回全日本小中学生ダンスコンクール東日本大会　☆各日50組100名様ご招待
日時：【中学生部門・オープン参加の部】8月22日（月）10:00開演　【小学生部門・学校参加の部／中学
生・学校参加の部】8月23日（火）10:00開演　【小学生部門・オープン参加の部】8月24日（水）10:00開演
会場：大ホール　申込締切：6月20日(月)必着　

チケット販売中

6月8日（水）12:00〜
友の会先行予約開始！

  申込み   新宿文化センターウェブサイト内専用フォームから応募、またははがき（往復はがき不
可）に記載例（2面）のほか、公演名と日時、希望人数（2名まで）を記入し、新宿文化セン
ターへ。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

6月6日（月）12:00〜
Web先行予約開始！

6月15日（水）10:00〜
販売開始！

4 （（6月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター13日（月）　／大久保スポーツプラザ20日（月）　／新宿文化センター14日（火）　／新宿歴史博物館13日（月）・27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6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉13日（月）　〈戸山･北新宿〉27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

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。※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。

 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 

Web ①友の会会員
　　　�②チケットWeb会員

 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］

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
。

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
Web

新宿文化センター
ウェブサイトから申込み可。

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

Ｊ
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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〜6月23日(木)
「デイサービスハミッツ楽筆展」
6月24日(金) 〜7月21日(木)　
スズキマサミ「宴は闌」
「森永アーミナ優璃子展」
「明るく楽しく描く会」
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

6月
の

展示 7月

井手茂太
ダンスワークショップ

第36回
新宿合唱祭 初夏にうたおう
昨年、創立35周年を迎えて益々元気に活動を続け
る新宿区合唱連盟。今年も40以上の団体がバラエ
ティ豊かな歌とパフォーマンスを披露します。 主催：新宿区合唱連盟

8/6（土）
14:00開始
18:00開始
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］3,000円　［新宿区民割引］2,800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。 区民割引あり

小ホール 

無料

沖縄音楽フェスティバル
出演：古謝美佐子、夏川りみ、うないぐみ、琉神ほか
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
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！

無料

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。
出演：矢野顕子、糸井重里（ゲスト）
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
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

1970年代の主役、『団塊の世代』。この世代と共に忘れられない音楽としてフォークソングがあります。 日本のフォークソングは、アメリカのフォークブームから
飛び火をし、キャンパスフォーク、プロテストソング、アングラフォーク、メッセージソング、四畳半フォークといった様々な呼び方を経て多様化し、独自の音楽シー

ンを確立しました。 このコンサートは、フォークソングを懐かしいものとして捉えるだけではありません。歌を聴き歌って、団塊の世代の人達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、六文銭'09（小室等・及川恒平・四角佳子・こむろゆい）、

カルメン・マキ、あがた森魚、高田漣
入場料：全席指定　S席�4,000円

　　　　　［新宿区民割引］3,800円
　　　　　［友の会割引］3,500円
　　　　　A席（２階席のみ）3,000円
　　　　　［友の会割引］2,800円

セット券（流れる街S席＋よもやま噺）5,000円
両公演同時発売
友の会先行予約　6月8日(水)12:00～

Web先行予約　6月10日(金）12:00～
6月11日(土）9:00～新宿文化センター　

　6月12日(日）9:00～新宿コズミックセンター　
　　　　　　　9:30～新宿歴史博物館
6月12日(日）9:00～新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　　
6月11日(土）10:00～　

協力：全労済ホール/スペース・ゼロ、「Sharing ～シェアリング～2016�in�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

助成：（一財）地域創造�� Web Pコード：［流れる街］297-143
［よもやま噺］
297-131

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）〜

6/11（土）
12:00開演

9/2（金）
18:30開演

大ホール 

大ホール 

区民割引あり

新宿フォークソングが流れる街　　10/10（月祝）
15:00開演

大ホール 

ゲストに高田漣を迎え、オモシロオカシク『高田渡』を
レクチャーします。
出演：なぎら健壱、高田漣（トーク&ライブ）
入場料：全席指定　3,000円　［友の会割引］2,500円

セット券（流れる街S席+よもやま噺）5,000円

今回は
高田渡の話で

も

してみますか？

戦後のマンガ文化とロック・カルチャーを軸に、新宿が若者文化の拠点となった時代を俯瞰します。
講師：夏目房之介、サエキけんぞう
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
（2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

Web

27万部を突破するベストセラーとなった恋愛小説を、
著者自らが舞台化し、たった一人で演じます。

出演：岸惠子　ピアノ：細井豊　演出：星田良子　
入場料：全席指定　6,500円
購入：サンライズオンライン　http://sunrisetokyo.com（パソコン･携帯）
企画制作：スペースポンド　協力：My�Promotion
主催・問合せ：サンライズプロモーション東京　Tel�0570-00-3337 

Pコード：
450-537

Lコード：
33418

岸惠子 一人芝居
「わりなき恋」

9/28（水）
14:00開演

大ホール 

プール監視員
期間：7～9月の土日祝日（7月21日～8月は平日も）
時間：7:30～22:00の間のシフト制　
場所：新宿コズミックセンタープール　
時給：960円（研修時は910円）　
資格：�救命救急法の心得のある18歳以上の健康

な方
申込み：電話連絡の上、履歴書（写貼）持参ください。
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

小学校放課後子どもひろば
子どもたちが夏休みを安心して過ごせるよう、校内活動
室や校庭で安全管理や遊びのサポートをするお仕事です。
期間：7月21日（木）～8月24日（水）の月～金曜日　
時間：7:50～19:10のうち2～8時間程度　場所：新宿区
内の小学校（勤務地希望、応相談）　時給：950円（研修時
は910円）　対象：子どもが好きな方。資格・経験不要。
申込み：電話連絡の上、履歴書（写貼）持参ください。
問合せ：子ども支援課　Ｔel�03-3232-5122

6月6日(月）～順次販売開始！

※窓口販売は新宿文化センターのみ

8/28（日）
14:00開始

・10/23（日）
14:00開始

マンガ編 ロック編
小ホール 

区民割引あり

フォーク大集会
『よもやま噺』

『全日本フォークジャンボリー写真展』
日時：9月3日（土）～10月27日（木）　会場：新宿文化センター　エントランス（観覧無料）

Web

夏休み短期アルバイト募集！

お詫びと訂正について
平素は『Oh ! レガス新宿ニュース』をご愛読いただきありがとうございます。
5月20日発行号 1面「宇宙の学校」にて、共催団体名の一部に誤りがありました。
正しくは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙教育センター」です。お詫びして訂正いたします。

ⒸMina OGATA  

9/10（土）
16:00開演

小ホール 

六文銭'09

カルメン・マキ あがた森魚 高田漣

糸井重里矢野顕子

※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。
※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。

※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。

※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。

※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。

夏目房之介 サエキけんぞう

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



