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 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
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、様々な事情により変
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
Web
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新宿コズミックセンタープラネタリウム 問合せ スポーツ課　Tel 03-3232-7701

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
Tel 03-3350-1141　Fax 03-3350-4839
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

『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

新宿文化センター開催イベント ボランティア募集！
①作品展示作業やご来場のお客様の受付や作品の見回りなど
　新宿区生涯学習フェスティバル「絵画展」「書の展」「手工芸・陶芸展」
　10月～11月の間の作業日・開催日
②舞台転換作業やご来場のお客様の受付など
　11月3日(木祝)　新宿区生涯学習フェスティバル「音楽･コーラスのつどい」　
　11月6日(日)　「新宿ユース・ステージパフォーマンス」　11月12日(土)　「踊りの祭典2016」
申込み：所定の申込用紙（新宿文化センター、各生涯学習館で配布）に記入の上、郵送、FAXまた
は直接新宿文化センターまで。新宿文化センターウェブサイトからもダウンロードできます。
問合せ：新宿文化センター Tel	03-3350-1141　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

ご協力いただいた
方にはQUOカード
を進呈いたします。

新宿文化センター　気軽に             コンサート 

トワイライト・ウクレレ・ライヴ
日本が誇る若手ウクレレアーティストが生演奏！　
2013年にハワイで開催されたインターナショナルウクレレコンテストにて
最優秀賞を受賞。その後、国内外を問わず様々なイベントなどで活躍。
今年の春にハワイで開催された「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」にも2nd 
アルバム「New World」がノミネートされました。今大注目のウクレレアー
ティストの演奏を、ぜひお楽しみください！
日時：9月12日（月）19:00開演（18:30開場）　会場：新宿文化センター　大ホール　
出演：渡辺海智（ウクレレ）、飯塚祐太郎（ベース）、太田卓真（キーボード）、福島慈礼（ギター）、
佐藤仙人文弘（パーカッション）　入場料：500円　曲目：「Hokulele-流れ星-」「アロハ・エ・コモ・
マイ」「上を向いて歩こう」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
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新宿コズミックセンター ロビーコンサート

真夏のピアノ弾き語り♪コンサート
ジャズからお馴染みの曲まで様々なジャンルをお届けします。
日時：8月9日（火）12:00～13:00　
会場：新宿コズミックセンター　1階ロビー
出演：こおろぎゆきこ（Vo&Pf）　
曲目：「L-O-V-E」「ハナミズキ」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

空高く響くゴスペルコンサート
コズミックのスポーツプログラム「レガスポ ! 」でも人気の講師によ
るゴスペルコンサート♪
日時：9月2日（金）12:00～13:00　
会場：新宿コズミックセンター　1階ロビー　出演：南知恵　
曲目：「Amazing	Grace」「Oh	Happy	Day」「Hail	Holy	Queen」
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

トワイライト・ウクレレ・ライヴ ワンコイン
（500円）で

上質なコンサート

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：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。

星空おはなしまつり★親子向けイベント★
お子さまから大人まで、一緒に大きな声で笑ったり、歌ったり
できる楽しいイベントです！　お星さまの見つけ方、絵本・紙
芝居・パネルシアターなどを予定しています♪
（途中、「秋の星空解説」があります）
日時：8月28日（日）14:00開演（13:30開場）　
会場：新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム　定員：140名（先着順）　
申込み：当日13:00から8階にて整理券配布（なくなり次第締切り）。

『茶の湯の会』茶券　
8月5日より販売開始
裏千家、表千家、煎茶道静風
流、各流派の方々がお席を持
ちます。初心者の方も気軽に
ご参加いただけます。都会の
喧騒を忘れ、日本の古き良き
文化に触れてみませんか。
日時：9月25日（日）

10:00～15:00
会場：茶道会館（高田馬場3-39-17）
料金：点茶席3席と点心(お弁当)付	1枚2,500円	450枚

お茶席(明々軒)1席のみ	1枚500円	200枚
申込み：8月5日（金）より新宿文化センター（9:00～
19:00）で販売（休館日8月16日（火）・9月13日（火）を除
く。売り切れ次第終了）。　協力：新宿区花道茶道協会

『手工芸・陶芸展』作品募集
手工芸はキルト、人形、木彫、切り絵、七宝焼き、組み紐・刺しゅうなど
の手づくり作品2点まで。陶芸は作品2点まで。
展示期間：11月28日(月) ～12月4日(日)10:00～18:00（最終日は15:00まで）

　　※作品搬入は11月27日（日）15:00～17:00
　　　作品引き取りは12月4日（日）15:30～18:00

会場：新宿文化センター　地下1階展示室
申込み：10月28日（金）必着。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)。
※	展示会場の都合により、作品のサイ
ズ・形状などによっては出展をお断
りする場合があります。

『吟剣詩舞のつどい』
出演者募集
日本の伝統芸能である
吟詠・剣舞・詩舞を稽
古されている出演希望
者を募集します。
日時：11月27日(日)	

10:30～16:30
会場：新宿文化センター

小ホール
申込み：	9月16日(金)

必着。はがき
（52円）に記載例(2面)のとおり記入し、新宿文
化センターへ。

協力：新宿区吟剣詩舞道連盟

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
動している方の作品または出演発表を募集します。

新宿区生涯学習
フェスティバル 2016

みなさんの作品・発表で《新宿の秋》を彩ってみませんか !

生きた英語を外国人講師と遊びながら学んでみませんか？

Kids英語教室
外国人講師による歌や絵本、カードなどを通して、
楽しく遊びながら英語の基本表現を学びます。
日時：9月10日～11月26日の毎週土曜日　

全12回　10:00～11:00
会場：大久保スポーツプラザ　３階児童遊戯室（大久保3-7-42）
料金：6,000円　対象：5才児～小学2年生　20名（多数抽選）
申込み：	8月17日（水）必着。所定の申込書または往復はがきにて、記載例（2面）のほか、学校名・

学年（年齢）・保護者氏名・緊急連絡先を記入し、新宿コズミックセンターへ。
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

今年も8月の新宿コズミックセンタープールは通常より1時間早い8:00か
ら利用できます。また、8月の全日および9月の土日祝日は混雑緩和のため、
お一人1回につき2時間までの利用となります。開放コース数など、詳しく
は毎月25日発行のプール予定表をご覧ください。

（新宿未来創造財団ウェブサイトからも閲覧可）
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンタープール
8月の営業は朝8時から！

新宿区共催
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は毎月25日発行のプール予定表をご覧ください。
（新宿未来創造財団ウェブサイトからも閲覧可） 夏は朝から

プールでひと泳ぎ！
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安元Merlyn先生
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