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Tel 03-3232-7701
（代表） Fax 03-3209-1833

特集！
！ 新宿文化センター

魅惑のパイプオルガン
新宿文化センターには、とっても大きなパイプオルガンがあることを知っていますか？
今回は、このパイプオルガンのことをよく知る専属オルガニストが、
その魅力をご紹介します。
新宿文化センターのパイプオルガンは、本格的なフラン
スの伝統的音色が味わえる日本初のオルガンで、1991
年に設置されました。製作は長年にわたり、
フランスの
古典様式をはじめ、名匠カヴァイエ・コルによるロマン
派オルガンや、バッハが愛したジルバーマン・オルガン
などの修復再建を手掛けてきたことで有名なストラス
ブールのケルン工房です。親方のダニエル・ケルン氏は
惜しくも昨年夏急逝されましたが、氏はこれらの歴史的
オルガンから学び受け継いだ伝統技術を基に、絶妙な
バランス感覚をもって多種多彩な音色を一台のオルガ
ンの中に融合・洗練させ、万華鏡のような美しい響きを
作り出すことに成功したのです。
今後もオルガンの演奏会を予定しておりますので、是非
極上の"オルガン浴"を楽しみにお越しください！
専属オルガニスト 早島万紀子

パイプオルガンは紀元前にエジプトで生まれた楽器な
のですが、現在日本に何台ぐらいあると思いますか？
その数、
なんと1,000台以上！ これらはすべてオーダー
メイドですが、新宿文化センターのパイプオルガンは、
そんな個性派ぞろいの中でもズバ抜けています。手で弾
く鍵盤が4段、パイプの数は5,061本に上ります。世界
有数のフランス製の大オルガンとともに、皆様のご来館
を心よりお待ちしております。
専属オルガニスト 高橋博子

早島万紀子

高橋博子

〈プロフィール〉

東京藝術大学音楽学部オルガン専攻卒業後、1977年渡仏。
フランスオ
ルガン界の重鎮、
ミシェル・シャピュイ、
アンドレ・イゾワール両氏に師
事。長年にわたり同地で教会オルガニストを務め、欧州各地の歴史的オ
ルガンを訪ね研鑽を積むかたわら、演奏活動も始める。帰国後は東京藝
術大学等で後進の指導・育成にあたり、主にフランスオルガン音楽の普
及に注力。日本を代表するオルガニストとして、古典から現代まで幅広
いレパートリーに取り組み、その色彩感あふれる演奏は国内外で高く
評価されている。1991年、新宿文化センターに大オルガンが設置され
て以来、
専属オルガニスト。
現在、
フェリス女学院大学非常勤講師。
■ 今後の予定 ■

〈プロフィール〉

東京藝術大学音楽学部オルガン科卒業、同大学院修了。
「安宅賞」受賞。明
治安田生命クオリティ・オブ・ライフ文化財団の奨学金を得て、
ドイツ国
立ハンブルク音楽大学を卒業。
また、平和中島財団奨学生として同大学の
国家演奏家試験に最優秀で合格。オルガンを今井奈緒子、W.ツェラー両
氏に師事。2000年ハノーファー万博で2夜にわたりソリストとして招か
れたのをはじめ、霧島国際音楽祭（ザビエル教会）
など各地の演奏会、劇場
版「名探偵コナン」
（堂本一輝役）
などTV・映画に出演、企画と、多方面で活
躍。2004年から新宿文化センター専属オルガニストを務め、現在は当館
のほか、明治学院大学非常勤オルガニストも務める。

●オルガン体験講座(オルガン内部見学・試し弾き体験・ミニコンサート） ●クリスマスオルガンコンサート

決まり次第、本紙および新宿文化センターWebサイトにてご案内します。

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。

事業の中止および施設の
臨時休館について

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。
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。

相続税

相談無料！

お客様に重要なお知らせ

第１１０回 T’s 会計セミナー

サンシティ立川昭和記念公
園では、国内外での新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止
のため、当面の間見学会は中
止とさせていただきます。
見学会への参加をご希望さ
れる方は、見学会再開の際に
優先的にご案内いたします
ので、お気軽にお問い合わせ
ください。

セミナー延期のお知らせ
セミナーは、新型コロナウイルスの広
がりのためお休み中です。
今後の開催予定は、随時当事務所の
ホームページに掲載しますので、時々
ご確認ください。
みなさま、今後も引き続きご自愛くだ
さい。
次 『債権法「新」時代』
回
以
降

～変わったこと、変わらなかったこと～
(アパート経営者に影響？
敷金・保証人は、どう変わる！）

●会費
●会場

無料
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

3205-4951
FAX：03-3205-4950

申込先：TEL：03-

ts-kaikei@tkcnf.or.jp

高田馬場駅早稲田口 ３分 大丸ピーコック裏

i

お知らせ

2020
9.9( 水 )18:30
9.10( 木 )13:00/18:00

❶将来にわたりご入居者を見守るサポート体制
❷ダイニングのお食事は予約不要で毎食2〜3種類をご用意
❸つの ❸医療機関連携※1と施設内に診療所※2（別法人）・薬局（別法人）を併設

安心

※1 同一建物内診療所
（別法人）
「立川中央クリニック」
※2 近隣の医療法人財団 立川中央病院、杏林大学医学部付属病院

見学会のお申し込み
資料請求は右記の
フリーダイヤルまで

〒190-0031

東京都立川市砂川町2-71-1

受付時間／9：00〜17：00 土日もお電話を受け付けております。

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。

1

H istor y 歴 史

掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
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。

新 宿 歴 史 博 物 館 （四谷三栄町 12-16）

新宿歴史博物館・漱石山房記念館が募集する講座・イベントは応募人数が超過した場合
の抽選において新宿歴史博物館メンバーズ倶楽部会員、区内在住の方が優先となります。

問 新宿歴史博物館
（四谷三栄町12-16） Tel 03-3359-2131 Fax 03-3359-5036

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

《所蔵資料展》

お江戸のなんでもランキング2

はりだし

ば ん づ け

めくるめく番付ワールド
江戸時代、大都市を中心として庶民に親しまれた「番付」。相撲や歌舞伎、祭礼行列などの
番付に見立て、人気ランキングを紹介する一覧表は好評を博し、摺物として大量に世に出
回りました。その多くが当時の文化や人々の考え方を伝える貴重な資料となっています。
また、
「番付」は、明治になってもその人気は衰えることがなく、現在でも形を変えて様々
なランキングとして雑誌やテレビなどを賑わせています。人々を虜にして離さない魅惑
のランキング「番付」約75点を紹介します。
「クローズアップ新宿」のコーナーでは、新宿にスポットを当てた「番付」を特集します。
会期 臨時休館終了後～9月22日
（火祝）
会期中一部展示替えあり。前期：〜7月12日
（日） 後期：7月14日
（火）
〜9月22日
（火祝）
休館日 第2・4月曜日
（祝休日の場合は翌平日）
時間 9:30〜17:30
（入館は17:00まで）
場 地下1階企画展示室

なかじく

番付タイトル・張出

東西の序列

中軸

役柄と名称

この位置には、番付の
タイトルが入ったり、
欄外に張り出した枠
を設けて、別格の扱い
をするものを配置し
たりしています。

東西で優劣や地域的
な分けを行う場合も
ありますが、厳密な
決まりはないようで
す。右 側 は 東 方、左
側は西方と左右二つ
に振り分けます。

相撲番付だと ｢蒙御免
（ごめん
こうむる）
｣ と奉行所の許可を
受けたという意味ですが、｢為
御覧（ごらんのため）
｣と文句を
洒落たりしています。この番
付ではお求めこうむる、
「買っ
て下さい」
と洒落ています。

それぞれ大関、関脇、小結、
前頭と格付けされます。こ
の番付では、大極製、関東、
小 樽、前 売 と 洒 落 て い ま
す。番付は、下に行くほど
文字が小さくなり、上下関
係が明確化されます。

「八はい豆腐」
（八杯豆腐）
▲
「惣菜番付」
【解説】
おかずの番付です。精進（野菜）
と
魚の定番料理を比べています。精進料理
の最初に登場するのが
「八杯豆腐」
で、豆
腐を水6杯・醤油1杯・酒1杯の割合の汁
で煮た物。魚料理は、
「めざしの干物」。番
付から江戸の食文化がみえてきます。

「版元」
の名前

◀︎
「忠孝仇討鏡」
【解説】歌舞伎・浄瑠璃などで有名な仇討の数々
を番付にして紹介しています。有名な高田馬場の
決闘も
「高田馬場仇討」
として掲載されています。

かんじんもと

「行司」
の名前

版元の名前が入りますが、
入っていないもののほうが
多いようです。

「勧進元」
番付の主催者

｢行司｣は｢勧進元｣｢差添え｣
に次いで特別な大物や特殊
な存在です。ちなみに、｢差
添え｣ は興行の副主催者の
ことを指します。

｢勧進元｣は興行の主催者の
ことですが、見立番付の対
象としているもの･ことの
中で、特別な、誰もが最上
と認める存在です。

ミュージアムグッズのご紹介

オリジナルトートバッグ

れきはく付箋

リニューアル

しあわせを招く「ねこ」と
かわいい「ぶたさん」

ミュージアムショップのオリジナルトートバッグ
をリニューアルしました。新宿の地場産業である
染色を取り入れ、伝統的な「江戸小紋」の染め技法
を活用しています。文様は、江戸の庶民に親しまれ
た、縁起の良い「宝尽くし」です。赤と紺の2種類で
マチ付き、A4サイズがゆったり入ります。
￥ 各1,500円
販売場所 新宿歴史博物館、林芙美子記念館、
佐伯祐三アトリエ記念館
（中落合2-4-21）
、
つね
中村彝アトリエ記念館
（下落合3-5-7）
※臨時休館終了後から販売。

建物内部の特別公開

日 日時

場 会場

講 講師

演 出演

曲 曲目

対 対象

￥ 料金

「ねこ」

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

小間
定 定員

付箋 65mm×65mm

締 締切り

申 申込み

「ぶたさん」

I n f o r m a t i o n お知らせ

問 新宿歴史博物館
Tel 03-3359-2131

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。建築家・山口文象の手による数寄屋
風造りの建物は、現代にも通じる機能美を持っています。
日 6月19日
（金）・20日（土）
10:00～・13:00～（各回70分・同内容）
定 各日・各回とも10名
（多数抽選）
￥ 300円
（入館料含）
締 両日とも６月５日
（金）
申
に記載例（3面）
のほか、希望日・希望時間を
記入し、新宿歴史博物館へ。希望日・希望時間の記載の
ない場合はこちらで割り振ります。
※はがき1枚につき2名まで。
同伴者名を記入してください。

2

台紙 105mm×85mm

新宿歴史博物館所蔵資料のなかでも一押しの
人気者、幸福を「丸くせしめる」という〇〆（ま
るしめ）のマークが腰にある
“〇〆猫”と“蚊や
り豚”が素敵な付箋になりました。愛らしい姿
をお楽しみください。台紙付きの型抜き付箋、
ご来館の記念やお土産にも最適です。
￥ 各250円 販売場所 新宿歴史博物館
※臨時休館終了後から販売。

林 芙 美 子 記 念 館 （中井 2-20-1）
林芙美子記念館

新発売

週1回
から

OK ！

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。元気な笑顔がいっぱいの職場で働いてみませんか。
勤務時間 平日
（月～金曜日）
の放課後～最長19:10のうちで、2～8時間程度
※学校・時期により異なる。学校の長期休業期間などは、最も早い勤務開
始で7:50～。
※勤務開始日、曜日、時間等応相談（採用前研修あり）。
※土日・祝休み。
勤務地 新宿区立の小学校
（勤務地応相談）
対 子どもと接することが好きな方 資格・経験 不問
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）
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。
問 子ども支援課 Tel 03-3232-5122

問 問合せ

このマークの催しは無料で参加できます。

H istor y 歴 史

掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
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。

漱 石 山 房 記 念 館 （早稲田南町 7）
漱石山房記念館

問 漱石山房記念館

新宿歴史博物館・漱石山房記念館が募集する講座・イベントは応募人数が超過した場合
の抽選において新宿歴史博物館メンバーズ倶楽部会員、区内在住の方が優先となります。

Tel 03-3205-0209 Fax 03-3205-0211

https://soseki-museum.jp/

所蔵資料のご紹介

夏目漱石原稿

つい

「「 土 」に就 て」

なが つか たかし

漱石山房記念館が所蔵する数少ない夏目漱石の直筆原稿の中に、
「「土 」に就て」があります。「土」は、長塚節が
『東京朝日新聞』
に明治43
（1910）
年6月13日から11月17日まで、途中、利根川水系水害の影響による休回をは
さんで、151回連載した小説です。この小説は漱石が節に依頼したもので、漱石の
「門」
連載終了後に連載が始ま
りました。新聞連載後、漱石の著書をすでに数冊出版していた春陽堂から、明治45
（1912）
年5月15日に刊行さ
れました。
「土 」
その際、序文として掲載されたのが「
に就て」です。この序文は、節が漱石に面会して直接依頼したものでし
おか ふもと

た。新聞連載中の評判が芳しくなかった
「土」
に対し、節の歌人仲間であった岡麓が尽力し、漱石の序文掲載を条
件に春陽堂が出版することになったのです
（「解題」
『土他』
〈朝日文庫〉昭和25（1950）年5月）。節は新聞連載の
依頼をしてくれた漱石に対する思いを胸に、序文執筆依頼に出向いたのではないでしょうか。
原稿は、橋口五葉がデザインし、
「漱石山房」の名が入った、縦19字、横10行の専用原稿用紙全21枚に書かれて
います。原稿と『土』に掲載されている「「土 」に就て」を比べると、明らかに異なっている個所があります。昨年2
月に刊行された『定本 漱石全集』第16巻
（岩波書店）
では原稿にそって訂正され、訂正箇所は後記の中に列記さ
れています。小森陽一氏の注解では、原稿執筆後に漱石が校正した可能性も指摘されています。
また原稿を見ると、漱石は執筆中、または執筆後に加筆、訂正を加えていることがわかります。例えば、長塚節の
ユニーク

自然描写に関する文章の特徴について、その独特なことに敬服しつつ、
「あまりに精細過ぎて、話の筋を往々にし
て殺して仕舞ふ失敗を歎じた位」
としながらも、
「彼は精緻な自然の観察者である」
との文を追記しています。
当初、序文の執筆依頼をされた漱石は、
「彼岸過
迄」を執筆中であったため、その執筆が終わっ
た後に前後半日と丸一日かけて「土」の校正刷
りを読み、この原稿を書きました。すでに節が
喉頭結核にかかっていることを知っていた漱石
は、序文の後半に、出版の時機に遅れないでこ
の序文を書けたことを喜んでいます。書籍とし
て刊行される直前の状態を知ることができるこ

夏目漱石
「「土 」
に就て」原稿

の原稿を見ていくことで、漱石が節と「土」につ
いてどのような思いで序文を書いたのか、より
リアルに感じることができるのではないでしょ
うか。
なお、本原稿は「夏目漱石記念施設整備基金」
を
活用し、購入した資料です。基金にご協力いた
だきました皆さまに、あらためて御礼申し上げ
ます。

長塚節
『土』
明治45
（1912）
年
春陽堂 初版 装丁：平福百穂

早稲田南町の書斎に於ける漱石

ミュージアムグッズのご紹介

『漱石山房記念館だより』

特別展図録

「漱石と鈴木三重吉

か

け まさ ふみ

広島の加 計 正 文 との交流を軸に 」

漱石山房記念館のミュージアムショップでは、各種オリジナルグッズ
を取りそろえています。その中から今回は、平成31年3月19日
（火）～
令和元年5月6日（月休）に開催した特別展図録をご紹介します。
児童雑誌『赤い鳥』の主宰で知られる鈴木三重吉は、親友の加計正文と
ともに大学で漱石の教えを受けました。本書では小説家時代の三重吉
に焦点をあてて、漱石が三重吉や加計に宛てた書簡や、三重吉が加計
に宛てた書簡などを紹介しています。
赤い鳥に寄稿した漱石門下や新宿ゆかりの作家たち、
「赤い鳥社」や
「新宿園」など区内の三重吉ゆかりの地についても解説しています。郵
送をご希望の方には個別に対応しますので、お電話またはFAXにて
お問い合わせください。
〔編集〕新宿区立漱石山房記念館
（公益財団法人 新宿未来創造財団）
〔発行年〕
2019年 〔判型〕
B5判 〔頁数〕
64頁 〔価格〕
700円

申 込 方 法

令和元年9月に創刊した『漱石山房記念館だより』は、夏目漱石に関連したインタ
ビューなどの特集記事をはじめ、展示の案内やイベント報告を掲載し、ご好評を
いただいております。本年3月に第3号を発行しました。
当館のウェブサイトでPDFデータを配信していま
すので、ご来館いただかなくてもお楽しみいただけ
ます。郵送をご希望の方には個別に対応しますの
で、お電話またはFAXにてお問い合わせください。
〈第3号の内容〉
•特集
【インタビュー】
しもがかりほうしょうりゅう
夏目漱石と能 下掛宝生流能楽師 安田登氏
•展示報告
•活動報告
•漱石山房記念館所蔵資料の紹介No.3
津田青楓「漱石先生読書閑居之図」
•香日ゆらの漱石山房記念館訪問記
•INFORMATION

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。
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。
●

講座申し込み時のお願い

●

申し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。

郵送

あ
記

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

例

申し込む講座名・公演名
郵便番号・住所
氏名（ふりがな）
電話番号
年齢・性別
名称と所在地（新宿区内在勤・在学の場合）
会員番号（新宿歴史博物館メンバーズ会員のみ）

! 講座によって
インターネット

i

載

（63 円）の場合と、

て

先

新宿コズミックセンター

往信（表）

の場合

返信（裏）

申込先

記入
しない

漱石山房記念館

返信（表）

往信（裏）

新宿文化センター

お客様の
ご住所
お名前

記載例
など

新宿歴史博物館

〒160-0008 新宿区四谷三栄町 12-16
〒162-0043 新宿区早稲田南町 7
〒160-0022 新宿区新宿 6-14-1
（126 円）の場合があります。

WEB のマークのついた講座が対象です。 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/

お知らせ 『Oh! レガス新宿ニュース』に広告を掲載しませんか？

ガ

ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

（地域交流課、子ども支援課、施設課、スポーツ・マラソン課）

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2

レ

詳しくは https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/

桐朋音大元講師のピアノ教室 ☎ 03-3952-5055
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
婚活への一歩が踏み出せない方へ。無料相談
20 年の実績仲人がアドバイス。春日駅 5 分
ブライダルスワン☎ 5962-7704 片山
☆立花眞理ピアノ教室☆ Tel.03-5229-4408
個人レッスン幼児から一般 初心者から専門
レヴェル 音大他受験も 水木金 市谷加賀町
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。

Tel 03-3232-7701（平日 9:00 〜 17:00）

3

M u l t ic u l t u r e 多文化

掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
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。

問合せ

地域交流課

Tel 03-3232-5121

Fax 03-3209-1833

―新宿区の友好都市紹介―

新 宿 区 とミッテ区
新宿区は海外3都市、国内1都市と友好都市交流を行っていま
す。今回はその中のひとつ、ドイツ連邦共和国ベルリン市ミッ
テ区をご紹介します。
1992年8月、新宿区とベルリン市旧ティアガルテン区は、第
1回青少年海外交流事業を実施しました。これ以後、両区は交
流事業として青少年の派遣と受入れを交互に実施し交流を重
ねています。
1994年友好提携調印が行われました。
2001年には、旧ティアガルテン区と
近隣の2区が合併して新たにミッテ区
となりましたが、新宿区とミッテ区は
引き続き友好関係を継続しています。
2019年8月には新宿区の青少年12名
がミッテ区を訪問し、ホームステイや
郊外での宿泊体験学習等を通じてミッ
テ区の青少年との交流を深めました。
その際の体験を青少年自らがまとめた
報告書を区内図書館にお届けしていま
す。ぜひご覧ください。

C u l t u r e & A r t 文化・芸術

ブランデンブルク門

ドイツ・ベルリン市ミッテ区ってどんなところ？

―ミッテ区概要―

ハンブルク

時差／8 時間。夏季（3月～10月）
はサマータイムに変更され7時間
気候／夏は30度を超えることはまれで、湿度が低く過ごしやすい。夏季は
日照時間が長く、20時過ぎまで明るい。
特徴／ドイツの首都
（ベルリン市）
。1990年に東西統合され、活気に満ち
た国際的文化都市へ生まれ変わっている。ベルリンは12の地区に
分かれ、各地区がそれぞれ特徴を持っている。緑が多く自然がある
かと思えば、国際都市の雰囲気にあふれている場所もあり、多様な
特徴を持っていることが首都ベルリンを特別なものにしている。
名所／ブランデンブルク門、ドイツ連邦議会議事堂、ポツダム広場、博物
館島など

ベルリン

ブレーメン
ハノーファー
エッセン
ドルトムント
ケルン

ライプツィヒ
ドレスデン

フランクフルト
アム・マイン
ニュルンベルク

ミッテ区

シュトゥットガルト
ミュンヘン

ドイツ

ベルリン市

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

掲載情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更等になる可能性があります。
問合せ・会場
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。

参加者を募集します !

1国際都市新宿・踊りの祭典 2020

（新宿文化センターダンスプロジェクト 2020）

2新宿ユース・ステージパフォーマンス 2020

WEB

小・中学校、高校の吹奏楽部や金管バンドに加え、子どもやユース世代を
中心に構成する合唱や器楽演奏のグループを募集します。
日 11月8日
（日） 10:00開演（予定） 場 大ホール
対 ①区内の小中学校、高校
②おもに区内で活動する子どもまたは青少年を中心に構成する楽器演奏・合唱グループ
定 14団体程度
（多数抽選） 共催 新宿区
後援 新宿区教育委員会 協力 新宿区吹奏楽団
締 7月31日
（金）
出演団体打ち合わせ会
日 8月25日
（火） 18:00～
（予定）
場 新宿文化センター
※必ずご出席ください。

国際都市新宿が発信する今年で11回目となる多文化系イベントです。民族舞踊、民族音楽、
文化系ワークショップ、キッチンカー、雑貨販売などの団体を募集します。
日 11月14日(土） 11:00開演
（10:30開場)
場 新宿文化センター 大ホール、小ホール、エントランス、会議室 ほか
対 ①民族舞踊を行う団体および個人
②民族音楽のライヴ演奏を行う団体および個人
③来場者が参加できるワークショップを行う団体および個人
④世界各国の物産品展示、文化観光情報紹介、代表的料理の販売を行う団体および個人
※現場での調理行為はキッチンカーのみとします。
共催 新宿区 締 6月20日(土)
￥ 無料。ただし、物販・飲食販売については一律 1,000円

3文化・芸術・生涯学習

区民の文化祭
新宿区生涯学習フェスティバル

WEB

音楽・コーラスのつどい

新宿区内で合唱など音楽に親しんでいるみなさんの発表会です。
文化の秋を彩るこのイベントで、日ごろの成果をご披露ください。
日 11月3日
（火祝） 11:00開演（予定） 場 大ホール
対 ①おもに区内在住・在勤者で構成するアマチュアの合唱団体
②1年以上継続して定期的に区内で活動している5名以上の団体
定 40団体程度
（多数抽選） 共催 新宿区 後援 新宿区合唱連盟 締 7月31日（金）
出演団体打ち合わせ会
日 8月27日
（木）、10月1日（木） ともに19:00～
（予定） 場 新宿文化センター
※必ずご出席ください。

申 所定の申込用紙を新宿文化センターへ持参または郵送
（3は各生涯

学習館窓口への持参も可）
※1の①②の申し込みは、申込書のほか、アーティストの写真も併せ
て提出してください。
※1～3の募集要項および申込用紙は、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。

1～3の

申込方法

5/9（土）
「新宿 春の楽しいジャズ祭り2020」
は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
公演を中止させていただきます。

「新宿 春の楽しいジャズ祭り 2020」
新宿文化センターにてご購入いただいたチケットについては払い戻しをいたします。
詳しくは下記までお問い合わせください。
公演中止のお知らせ
問 新宿文化センター Tel 03-3350-1141

ギャラリーオーガードみるっく
彩色水墨画グループ紅苑会
展示中～
5月21日(木) 「彩色水墨画展」

5月22日(金)～ 特定非営利活動法人ハミッツ
6月25日(木) 「デイサービスハミッツ楽筆展」
ギャラリーオーガード
（歌舞伎町1丁目30）
新宿西口駅

5月/6月
の展示

靖 国 通 り
スタジオ
アルタ

都営地下鉄
大江戸線

問 新宿文化センター

4

歌舞伎町
西武
新宿駅
新宿区役所

明
治
Ｊ 新宿通り 伊勢丹通
Ｒ
り
新 東京メトロ
宿
丸ノ内線
駅
新宿三丁目駅

Tel 03-3350-1141

募集

Oh!レガス新宿ニュース

令和2年度

毎月5日・20日発行

枠広告のお申し込みは
こちらから

広告募集のご案内

発行部数：105,000部（新聞折込配布約96,000部）
予定

新宿区内を中心に、朝日・読売・毎日・産経・日経・東京各新聞へ折り込み配布のほか、
スポーツセンター、図書館などの区立施設、スーパー、郵便局などで配布中。
新宿未来創造財団ウェブサイトにも掲載されます。各発行日の2カ月前同日必着（先着順）。
申 所定の申込書に記入し、新宿コズミックセンターへ。申込書は、新宿未来創造財団ウェブ
サイトよりダウンロード可。新宿コズミックセンターなどにも設置。
WEB

枠広告

掲載面
サイズ（縦×横）76×48mm

レガス
パーク

1枠料金 表面 40,700円
（税込） 中面 30,800円
裏面

39,600円

問 経営課

行 数
最低3行
4行
5行
最大6行

文字広告のお申し込みは
こちらから

料金（税込）
4,840円
6,380円
7,920円
9,460円

Tel 03-3232-7701

5月の休館日の
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。
お 知 ら せ

