
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。

www.regasu-shinjuku.or.jp

Guest 原田知世

お知らせi

「Ｐｕｒｅ Ａｃｏｕｓｔｉｃ 2018」から2年、
大貫妙子が再び新宿文化センターに帰ってきます。

出大貫妙子、原田知世　ほか
￥全席指定（税込）　
	 一般	6,500円　区民割引	6,300円　友の会割引	6,000円　
	 Ｙ席（25歳以下）＊	4,000円　＊お席は選べません。
	 ※未就学児入場不可。
　［チケット販売について］７月発売予定です。
　発売日が決まり次第、新宿文化センターウェブサイトでお知らせいたします。
	 ◆公演中止・延期の可能性があります。
	 　チケットを紛失した場合も再発行はできませんので、ご注意ください。
企画制作ミニヨン	クロックワイズ
協力ショーン・ハラダ
問 	新宿文化センター　Tel	03-3350-1141

9月26日（土）2020年
17:00開演（16:30開場）新宿文化センター

大貫妙子

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、講座・イベント等を中止するとともに、施設を臨時休館します。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

最新の情報は、新宿未来創造財団ウェブサイトか各問合せ先にご確認ください。

事業の中止および施設の
臨時休館について

1

            マークが
ついているイベ
ントは、右記QR
コードからもお申
し込み可能です！

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和2年5月20日 第225号　次号は6月5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

5 20 号月 日

新宿未来創造財団公式アカウントです。イベントの情報などを発信しています。いいね！やフォローをお願いします。

おうちで遊ぼう！マンカラ新宿文化センターSince1979TOPICS 2~3面 4面

枠 広 告 募 集

■掲載場所
　各紙面下部　
■サイズ
　縦76mm×横48mm／1枠
■1枠料金（税込）
　表面  40,700円
　中面  30,800円
　裏面  39,600円　

問経営課　Tel 03-3232-7701
   https://www.regasu-shinjuku. 
   or.jp/?p=154699

https://www.regasu-shinjuku.or.jp?p=154699
https://saikimonogakuin.co.jp/


新宿区立新宿文化センター

※公演の詳細については、後日お知らせします。

昨年、開館40年を迎えた新宿文化センターは、これまで多くの文化・芸術を生み出してきました。
★新宿文化センターの誕生
新宿文化センターは、新宿区成立25周年記念事業の1つとして「区民総合集会施設」と
して計画され、新宿区東大久保1丁目322番地の都電の車庫跡に、建設されました。
落成記念式典は、昭和53年（1978年）12月24日に行われ、年明けからは落成記念公
演が3月31日まで続きました。
昭和54年（1979年）1月13日に行われた区民音楽祭には、現在でも活動を続けている
文化団体、新宿フィルハーモニー管弦楽団、大久保混声合唱団、新宿混声合唱団が出
演しました。
正式な開館は昭和54年（1979年）4月1日。昨年平成31年（2019年）で新宿文化セン
ターは40年を迎えました。

★新宿文化センターに登場したアーティストたち
昨年の40周年記念公演に登場した世界的指揮者、ウラディーミル・ユロフスキー（ベルリン
放送交響楽団）や、ミヒャエル・ザンデルリンク（ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団）、
新宿文化センター合唱団演奏会で好演を続けているアンドレア・バッティストーニ（東京
フィルハーモニー交響楽団）など、多くのアーティストが新宿文化センターの音の良さを
評価しています。
クラシック音楽向けに音響設計された大ホールは、建設当時、まだ都内にホールが少な
かったこともあり、数多くの著名演奏家が名演を繰り広げました。
また、約1,800席ある客席から舞台が近くに感じられることから、舞踊公演にも多く利用
されました。国内外バレエ団の公演はもちろんのこと、スペイン舞踊のアントニオ・ガデス
や、コンテンポラリーのピナ・バウシュは新宿文化センターの舞台を愛し、新宿の町に来
ることが愉しみでもあったようです。

楽   団：

ピアノ：

声   楽：

フルート：
ギター：

これまでに演奏したアーティスト

ライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、ベルリン
国立歌劇場、パリ管弦楽団、バンベルク交響楽団
アレクシス・ワイセンベルク、アニー・フィッシャー、
デジュー・ラーンキ、内田光子、アンドラーシュ・シフ、
アンドレ・ワッツ、クリスチャン・ツィマーマン、
スヴャトスラフ・リヒテル、中村紘子
ヴィクトリア・デ・ロスアンヘレス、テレサ・ベルガンサ、
モンセラ・カバリエ、シルヴィア・シャシュ、
ニコライ・ゲッダ、カルロ・ベルゴンツィ、
ペーター・シュライヤー、エフゲニー・ネステレンコ
ジェームズ・ゴールウェイ
ジュリアン・ブリーム、アンドレス・セゴビア　　　　
　　　　　　　　　� など

2 日日時　場会場　講講師　演出演　曲曲目　対対象　定定員　￥料金　締締切り　申申込み　問問合せ　 このマークの催しは無料で参加できます。



★ 新宿区民のみなさんの思い出に残る《檜
ひのき

舞
ぶ

台
たい

》として
歴史ある新宿文化センターの舞台は、プロフェッショナルだけのものではありませ
ん。開館当初から続いている区民合唱祭「初夏にうたおう」や区立小中学校の発
表会、民踊大会、敬老会、また現在では「新宿春の楽しいジャズ祭り」「新宿演劇祭」
「新宿ユース・ステージパフォーマンス」「国際都市新宿・踊りの祭典」「新宿ファッション
フィールド」「新宿文化センター合唱団演奏会」など、数々のステージで新宿区民のみ
なさんが日ごろの活動の成果を発表しています。
また、新宿区で育った子どもたちは、区立学校の演劇鑑賞教室や音楽鑑賞教室で、
新宿文化センターに足を運び、教室とは違った新鮮な感動を味わったことでしょう。
人によってはそれが一生の宝物となり、人生の方向を決めるきっかけになったかもし
れません。

★新宿文化センター50周年に向けて
小さなお子さんが親御さんに連れられて大ホールにやってきます。ホワイエの赤い絨

じゅう

毯
たん

を見ると、なぜか笑顔で走り出すのです。そして客席に足を踏み入れます。見たこともな
い大きな空間と、不思議なたたずまいに緊張します。席に着くと、大人と同じように一つ
の座席を占めていることに誇らしさを覚えます。そして舞台が始まります。テレビでは味
わえない、大きな音と、演者の熱気に圧倒され、やがて引き込まれて、笑い、手を叩き、声
をあげます。
もちろん飽きてしまって席を立つ子もいます。劇場とは非日常の空間。気に入る子も、気
に入らない子もいるでしょう。
新宿文化センターは特殊な劇場ではありません。いつも新宿の町にあって、親しんでい
ただきたい普段着の劇場です。遊園地のように楽しく参加していただき、動物園のよう
に気軽に見に来ていただくことが一番の願いです。
都内の劇場のなかでは、ずいぶん古株になってきましたが、“一周回って”楽しんでいただ
けるホールを目指して、50年への歩みを進めてまいります。どうぞご期待ください!

since 1979 新宿の文化・芸術の軌
き　せき

跡と、未来への歩み

※公演の詳細については、後日お知らせします。

今回は、新宿文化センターの軌跡を振り返るとともに、50周年に向けた抱負をお伝えします。

3お知らせi 『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 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/　Tel 03-3232-7701（平日 9:00 〜 17:00）



お問い合わせは直接各ご連絡先までレ ガ ス パ ー ク

子供の結婚でお悩みの親御様。無料相談！
20年の実績仲人がアドバイス。個人情報厳守
ブライダルスワン☎5962-7704片山

行　数 料金（税込）
最小3行 4,840円
　　4行 6,380円
　　5行 7,920円
最大6行 9,460円問経営課　Tel 03-3232-7701　

レガスパークに広告
を掲載しませんか？

新型コロナウイルス感染症の影響で、なかなか外出ができない日々が続いています。
そんな今だからこそ、自宅でできる遊び、「マンカラ」をご紹介!
レガスの放課後子どもひろばでも、幅広い学年に人気のゲームです。子どもの遊びだから
と言ってあなどることなかれ！頭脳ゲームで、大人もハマってしまう面白さです。
また、頭を使うので知育や認知症防止などにも効果的なのではないかと言われています。
幅広い年代層が楽しめる「マンカラ」、ぜひおうちで楽しんでみてください。　　

マンカラは世界中でプレイされているゲームです。世界最古のボード
ゲームのひとつで、紀元前1400年頃のエジプトでも行われていた記録
が残っています。アフリカや中近東、東南アジアにかけて古くから遊ば
れている伝統的なゲームで、名称や詳しいルールは国や地域によってそ
れぞれ異なります。子どもから大人まで楽しめる、簡単だけど奥が深い
ゲームです。

専用のセットも販売されていますが、自宅にあるものでも手軽に作
れます! ぜひ作って遊んでみてください！

必要なもの
①器　小サイズ12個、大サイズ2個

素材はなんでもOK! おうちにあるものでできちゃいます。
こだわり派は放課後子どもひろばのように空き缶を使うのがお
ススメ！ お手軽派は卵のパック、インスタ映え派は折り紙で可
愛い器を作るのも楽しいです。

②おはじき、ビー玉、豆など
器に入り動かせるものであれば、なんでもOKです。

パートタイム職員募集
公共施設内でのプール監視のお仕事です。
業務内容 プール監視員　
勤務地  新宿コズミックスポーツセンター（大久保3-1-2）　
勤務時間 8:30～22:00

※ 上記時間の間のシフト制。時間応相談。
　週2～3日（土日祝含む）。

対高校生以上の健康な方
採用若干名
時給  1,050円（研修時は1,013円）  ※交通費実費相当額支給（1日1,000円まで）。 ※有資格者

手当あり。 ※年次有給休暇あり（規程に基づく休暇発生月から所定労働日に基づき付与）。
申  事前に電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）を新宿コズミックセンターまでお持ちください。
　※採用は臨時休館終了後からになります。

マンカラを
つくってみよう！

折り紙ver.
インスタ映え派

卵パックver.
お手軽派

空き缶ver.
こだわり派

どうやって
遊ぶの？

「マンカラ」

ルール説明（自陣のポケットのおはじきをすべてなくしたら勝利バージョン）

マンカラには、さまざまなローカルルールがあります。
今回は、放課後子どもひろばで遊ばれているルールの
中から、1つをピックアップしてご紹介します。

ほかにも、「中間のマスに相手よりも多く入れた人の勝利バージョン」などがあります。
いろいろなルールがあるので、事前に確認しておきましょう！

 1　 自分の前にある6つのポケット（穴）が自分の
陣地、向かいの6つのポケットが相手の陣
地。まずは各ポケットにおはじきを3つずつ
配り、準備する。

2　 じゃんけんをして先攻・後攻を決める。

3　 自陣の好きなポケットからおはじきをすべて
取り、左右好きな方向へおはじきを1つずつ
置いていく（一方向にしか動かせないルール
もあります）。

4　  置いていった最後のおはじきが中間のマス
だった場合は、もう一度自陣の好きな位置
からおはじきを取って横から置いていく。

5　 中間のマスに置いても手におはじきが残って
いる場合には、動いている方向のまま相手の
陣地におはじきを置くことができる。

6　 中間のマスで終わらなかったら、相手のター
ンになる。

7　�3～6の手順を繰り返して、相手より先に自
陣のおはじきをなくしたら勝利！！

●❸ ●❸ ●❸●❸ ●❸●❸ ●❸●❸

●❸ ●❸ ●❸ ●❸ ●❸ ●❸

●❸

自
　
陣

相
手
陣

●❸ ●❸ ●❸ ●0 ●❹ ●❹

●❶

●❹

勝利‼︎

マンカラって
なに？

このスペースへのご掲載は
こちらから
お申し込みいただけます。

「放課後子どもひろば」とは？
放課後子どもひろばは、放課後に小学校の校庭や室内で子どもたちが自由に遊んだり宿題
をする“居場所”です。専任のスタッフが見守りを行い、子どもたちの安全と安心をしっか
りサポ―トします。

おうち
で遊ぼ

う！

特集!!

ポケット

マス

4 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館となっている施設があります。各施設の開館状況については、新宿未来創造財団ウェブサイトか各問合せ先にご確認ください。6月の休館日の
お 知 ら せ

子どもK ids 子ども支援課　Tel 03-3232-5122問　合　せ

お知らせI n f orma t ion 施設課　Tel 03-3232-7701問合せ




