
お知らせi 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。

 相続税 相談無料！       
 

セミナー再開のお知らせ 
 (半年ぶりに)只今９月３週目からの 
 開催に向けて準備しております。 
 ただ、状況によっては再度の延期も 
 ありますので、内容、日時等を含め、 
 詳しくは当事務所のＨＰをご覧ください｡ 

 ●今後の予定 

○『債権法「新」時代』 

   アパート経営者に影響？ 
       敷金・保証人は、どう変わる！ 

○『相続法の改正点』 
遺言書作成・遺留分・配偶者居住権など 

 他  

●会費 無料 
●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 

申込先：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 

第１１０回  T’s 会計セミナー 

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。

新型コロナウイルス
感染症対策について

●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。
●�施設利用やイベントへの参加時は、マスクの着用、来館者カードへの記入、ソーシャルディスタンス
の確保、手指の消毒、体温測定などの感染防止対策にご協力ください。
感染症対策の詳細については、財団ウェブサイトまたは各問合せ先にご確認ください。

レガス子どもクラブ「総合体験」は、今年度の開催は中止することとなりました。楽し
みにされていたみなさまには申し訳ございませんが、ご了承ください。
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122

レガス子どもクラブ「総合体験」の中止のお知らせ
申  各プログラムの締め切り日までに、財団ウェブサイトまたは に記載例（3面）のほか、

学年・学校名・保護者氏名・緊急連絡先・コースの指定がある場合は希望するコース名を記入
し、新宿コズミックセンターへ。 WEB　※入金後の返金は対応できません

その他 ◆ 詳細（全日程ほか）は、財団ウェブサイトまたは新宿コズミックセンターなどで配布のチラ
シをご覧ください。

◆ 申し込み者数が最少催行人数に達しなかった場合は、中止になる可能性があります。
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122

小学生スポーツ教室・クラブ
今年度新規開講！ ダンス初心者を対象としたダンスクラブです。
かわいいダンスもかっこいいダンスも、テレビで見ているような
ダンスが踊れるようになります。みんなでダンスを始めよう！
日  10月8日～令和3年1月28日の木曜日
　17:30～18:30　全14回
場新宿コズミックセンター　2階多目的室
講  MIZUKI　
対小学3～6年生（区内在住・在学優先）
定 25名（多数抽選）
￥全14回 8,500円
協力  NPO法人ダンスインストラクター協会
締 9月14日（月）

いろいろなスポーツにチャレンジしてみよう！ 楽しく
カラダを動かすキッカケ作りをサポートします。
日 10月7日～令和3年２月24日の水曜日　全18回
場新宿コズミックセンター　地下1階小体育室　ほか
講秋庭里彩（ティガアスリートクラブ所属）
定各コース25名（多数抽選）
￥各コース全18回 10,900円
締 9月14日（月）

レガスダンスクラブ

MIZUKI
●�Sexy�Zone、BoAほかバック
ダンサー
●�文京区中学校体育授業外部講
師、園児から小学生まで多数
の指導経験あり

初めて英語を学ぶ方を
対象としたクラブです。
歌やカードで楽しく英
語を学びましょう。

ゼロから始める小学生の将
棋教室。
駒の動かし方から始める、
入門者向けの将棋教室です。

日10月1日～12月10日の木曜日
　16:45～17:30　全8回
場  新宿コズミックセンター 3階大会議室　
講  吉岡英子（こども英会話クラブ）
対  小学1・2年生の英語初心者（区内在住・在学優先）
定 20名（多数抽選）　￥全8回 5,700円（教材費含）　
協力  NPO法人ワールドステイクラブ
締 9月1日（火）

日  10月6日～12月8日の火曜日（10月27日は除く）　
16:15～17:15　全8回

場新宿コズミックセンター　3階小会議室　
講早船正高（将棋普及指導員）
対  小学1～6年生（区内在住・在学優先）　
定 12名（多数抽選）　￥全8回 4,900円　
協力 （公社）日本将棋連盟
締 9月15日（火）

初心者大歓迎！ フットサルを通じてスポーツを楽しみ、ルールやマナーを守
る心も育てます。指導経験豊富な人気コーチが、ていねいに指導します。
日  10月23日～令和3年2月19日の金曜日　全14回
場新宿コズミックセンター　2階大体育室　
講新宿区サッカー協会　
対小学1～6年生（区内在住・在学優先）
定各コース20名（多数抽選）
￥全14回 8,500円　※希望者のみ別途要Tシャツ代　締9月22日（火祝）

仲間と一緒に水に親しみ、泳ぎの基礎から始めてみよう ！
泳ぎのフォームをしっかり身につけ、あせらずじっくりステップアップ ！
自分のペースで泳げるようになって、水泳をもっと好きになろう ！

日 10月2日～令和3年2月26日の金曜日　 16:15～17:45　全18回
場新宿コズミックセンター　地下1階プール　
講新宿区水泳連盟
対小学3～6年生   ※泳力に合わせ、3グループ程度に分けて指導します
定25名　￥全18回 10,900円　締 9月2日（水）

その他
● お申し込み時に、現在の泳力を下記「泳力表」より①～③でご申告ください。講師がプールでお子

様の泳力を確認したうえで、申告された泳力とは異なるグループで指導する場合もあります。
● レガス水泳クラブは、仲間とともに水に親しみ、基礎的な泳力の習得を目指しています。他の水

泳スクールのような泳力強化としての個別指導は行っておりません。あらかじめご了承ください。

レガス英語クラブ はじめての将棋レガスフットサルクラブ

レガス水泳クラブ

レガス秋からの子ども向けプログラム 参加者募集

コース 対象（区内在住・在学優先） 時　間
教室（基礎コース） 小学1～2年生 16:15～17:00
クラブ（チャレンジコース） 小学3～6年生 17:10～17:55

コース 対　象 時　間
A   小学1年生・2年生（初心者） 16:20～17:20
B   小学2年生（経験者）・3年生 17:25～18:35
C   小学4～6年生 18:40～19:55

①  頭まで水に潜ることができる・水に浮いて進むことができる
②  息継ぎしながら1つの泳法で15ｍ泳ぐことができる
③  1つの泳法で25ｍ泳ぐことができる

            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！

1

5日号5日号8 5 号月 日

落語 in 和室TOPICS 2面 新宿を学ぼう！vol.4　新宿と友好都市3面 気軽にワンコインコンサート4面

www.regasu-shinjuku.or.jp

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和2年8月5日 第230号　次号は8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



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

漱石山房記念館 （早稲田南町 7） 問漱石山房記念館　Tel 03-3205-0209  Fax 03-3205-0211　https://soseki-museum.jp/

忠孝仇討鏡（部分）  近世

特別寄席「宵の夏」
故・立川談志師匠が生前直々に昇進を認めた最後の
真打、立川談修（立川流所属／故・立川談志門下）が
みなさんの心を躍らせる噺

はなし

を披露いたします。
出� 立川談修（真打）、立川花修（前座）　
日 8月29日（土）　19:00開演（18:30開場）
￥ 800円　締 8月19日（水）

例月寄席
新鋭の「若手噺家」さんの落語二席をお楽しみください。
出� 桂鷹治（二ツ目）、柳亭楽ぼう（前座）
日 9月7日（月）　10:30開演（10:00開場）
￥ 400円　締 8月26日（水）　協力（公社）落語芸術協会

場 3階多目的ホール　※未就学児入場不可　定 50名　
申 に記載例（3面）のとおり記入し、新宿コズミックセンターへ。
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

江戸時代、庶民に親しまれた「見
み

立
たて

番
ばん

付
づけ

」。相撲や歌舞伎の
人気ランキングを紹介する番付は好評を博し、大量に世に
出回りました。今回はこの魅惑の番付についてご紹介しま
す。また、「クローズアップ新宿」のコーナーでは、新宿に
関連する番付を展示します。
会期開催中～9月22日（火祝）
時間 9:30～17:30（入館は17:00まで）
休館日  会期中の第2・4月曜日（祝休日の場合は翌平日休館）
場地下1階企画展示室

今回は幕末維新期の江戸近郊の村の様子を、戸塚村名主・中村家文書より探ります。時代が変
容し幕府が瓦解するなか、江戸近郊村の人々の暮らしはどのようなものであったか、全5回の
講座で読み解きます。
日①9月5日　②9月12日　③9月19日　④9月26日　
　⑤10月3日（いずれも土曜日）　
　14:00～15:30（休憩なし）　全5回
　※連続講座のため、1回単位での受講はできません
場 2階講堂　講� 久保貴子（昭和女子大学講師）
定 45名（多数抽選）　￥全5回 2,500円　締 8月21日（金）
申  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枚につき1名まで　 WEB

お江戸のなんでもランキング２ 
めくるめく番付ワールド

幕末維新期の江戸近郊村
　所蔵資料展 　古文書講座中級コース

越後の哲学者　松岡譲
ゆずる

 －人と作品－ 新収蔵資料展示
　《通常展》テーマ展示

松岡譲 大正7年（1918）頃
『評伝 松岡譲』より

立川花修

柳亭楽ぼう

立川談修

 桂鷹治

　新収蔵資料のご紹介

昨年度、新宿区が寄贈を受けた夏目漱石関係資料の中から、主なものを展示しています。
ひとつは、大正4年（1915）、京都から早稲田に戻った漱石が、埼玉県久喜市の織布会社に勤め
る宮

みや

寛
ひろし

（1885～1928）に送った礼状です。病み上がりの漱石が宮の健康を気遣っています。
会期開催中～9月6日（日）　※当初の会期から変更となりました

時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）　休館日  毎週月曜日　※ただし、8月10日（月祝）は開館し、8月11日（火）は休館　場 2階資料展示室　
￥一般300円、小中学生100円　※小中学生は土日・祝日および夏季休業日は無料。障がい者手帳などをお持ちの方は手帳の提示で無料になります

夏目金之助　
宮寛宛て書簡（部分）

（大正4年4月24日消印）

大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）

空手道初心者教室
「空手道」は、オリンピックの正式種目となった注目の武道です。
年齢や性別は関係ありません。体験してみませんか？
日 8月8日･15日･22日の土曜日　13:00～14:30　全3回
場新宿スポーツセンター　第二武道場（大久保3-5-1）
対小学生以上で、原則全回参加できる方　定 15名（先着順）　
主催新宿区空手道連盟　申  不要。直接会場へお越しください。
その他  道場では裸足になっていただきます。運動できる服装（スカート不可）でお越しください。
問新宿区空手道連盟　佐原　Tel 03-3202-6148　 takeshi@tks-sahara.jp

新宿コズミックセンタープール受付パート職員募集
公共施設内でのプール受付のお仕事です。
勤務時間 週3～4日  13:00～17:00　場所新宿コズミックスポーツセンター（大久保3-1-2）
採用若干名　時給 1,050円（研修時は1,013円）  ※1日1,000円を上限に交通費を支給
休暇年次有給休暇（規程に基づく休暇発生月から所定労働日に基づき給付）
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へお持ちください。
　面接試験を実施します。
問施設課　Tel 03-3232-7701

毎月のお楽しみ!!

落 語 in 和 室
　一般公開番組　星空散歩〜夏〜

ヘルクレスの神話物語

全天周デジタル投影
「コズミック・コリジョンズ（衝突）」

一般的にはヘラクレスと呼ばれているギリシャ随一の勇
者ヘルクレス。様々な活躍をする英雄ですが、生まれなが
らにして大変不幸な運命を背負っています。逃れることの
できない運命に立ち向かっていくヘルクレスの物語をお届
けします。

星々が輝くこの宇宙は、一見とても穏やかな世界に見えま
す。でも、宇宙では様々なコズミック・コリジョンズ（衝突）
が起きているのです。大規模に起きた場合は多方面に大き
な影響を及ぼします。過去や現在に起きているコズミッ
ク・コリジョンズについて調べ、将来に備えていくことに
します。

日  8月7日（金）・8日（土）・14日（金）・15日（土）・16日（日）・23日（日）
場新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム
投影  1回目10:30～　2回目13:30～　3回目14:50～（投影時間約50分）
　　※投影開始後の入退場不可
定  各回30名　￥ 300円（中学生以下無料）　
申  当日直接、新宿コズミックセンター8階へ。投影開始30分前から受け付け（先着順）。
その他  入場の際は、マスクの着用や検温、氏名・連絡先の確認など、新型コロナウイルス感染

症拡大防止対策にご協力をお願いします。
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

松岡譲は、芥川龍之介らと第四次
『新思潮』を創刊し、その才能が期
待されました。本展は、当館所蔵
の「松岡・半

はん

藤
どう

家資料」から、その
生涯と作品を概観しています。
会期開催中～9月6日（日）　
　　※ 当初の会期から変更となり

ました

『中村家文書』（参考）

新宿コズミックセンター　
プールポイントラリー（個人利用）
新型コロナウイルス感染予防対策を実施中です。
ご利用にあたっては、下記の注意事項をご確認のうえ、ご来場ください。
これまでとは利用方法が異なりますので、ご注意ください。

【注意事項】
•更衣室は各回完全入替制で、ご利用いただける時間は15分以内です。
•各回入れ替え時に、場内の消毒作業を行います。
• ビート板、プルブイ、ドライヤーについては当面の間、貸し出しを休止します（ドライヤー以

外の持ち込みは可）。また、脱水機、冷水機はご利用になれません。
•採暖室は当面の間、原則利用を休止します。
問施設課　Tel 03-3232-7701

実施当日の各回開始20分前から、先着順で各回の入場整理券を配布します。
※①のみ8月中は早朝営業のため8:00から配布します
利用時間 ①8:05～11:05　②11:45～13:45　③14:25～16:25　
　　　   ④17:05～19:05　 ⑤19:45～21:45　※各回ごとに入れ替え
定各回35名まで（当面の間）

利
用
方
法

のとなり

事前申込制になりました！

本紙7月20日号2面に掲載した「レガスポ！ 事前予約制で再開します」に誤りがありました。
正しくは下記のとおりです。お詫びして訂正いたします。

   受講の予約受付開始時間　
　【正】1週間前の正午から受講前日まで先着順　

   　　　　　　　　　　　　　 【誤】1週間前の8:30から受講前日まで先着順

お
詫
び
と
訂
正

8月は
朝8時から！

歴  史H is t or y 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/
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。

2 日日時　場会場　出出演　講講師　演演出　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。

ピックアップP ick Up



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

かけっこを極めろ！ティガアスリートクラブ
全国３位の実力を持つ指導者や現役の選手が
基礎から専門技術まで丁寧に教えます。
◆水・土曜日17:30～代々木公園陸上競技場
☎090-6439-1186　【LINE】＠620ejakh
［web］http://www.team-tiga.com

レ ガ ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで
※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
記　載　例

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

の場合

● 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。

● 振込等にかかる手数料は、ご負
担ください。

● 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
害保険に加入されることをおす
すめします。

記入
しない

返信（裏）往信（表）

申込先

記載例
など

往信（裏）返信（表）

お客様の
ご住所
お名前

講座によって　　　　 （63円）の場合と、　　　　　　（126円）の場合があります。!

新宿コズミックセンター
 （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
 新宿歴史博物館

〒160-0008 新宿区四谷三栄町 12-16
漱石山房記念館

〒162-0043 新宿区早稲田南町 7　
新宿文化センター

〒160-0022 新宿区新宿 6-14-1

申 込 方 法
講座申し込み時のお願い

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

あ　て　先

『日本とギリシャ』 『窓から見える景色』

『大きなヘチマができたよ』

『でっかいたまご』

『葡萄がみのるころ』

『わたしは宇宙飛行士』

（右）地元で愛されるラムのしゃぶしゃぶ
（下）�明・清の歴代皇帝が祈りをささげた世界

遺産の天壇

（上）�ブドウ、オリーブが主要産
業で、漁業もさかん

（右）�美しい海岸線と豊かな自然

（上）�山の稜線と広がる青空
（右）�信州そば発祥の地・伊那市には

手打ちそばのおいしい店が多い

昭和63年
（1988）◦北京市および東城区から友好交流の提案

平成3年
（1991）◦新宿区の調査団を東城区に派遣

平成4年
（1992）

◦新宿区長を団長とする友好都市交流調査団が訪中
◦「新宿区平和展」に東城区の子どもたちの作品を展

示
◦児童作品交流開始

平成5年
（1993）

◦老人クラブゲートボール交流を東城区で実施
◦東城区人民政府友好都市訪問団が新宿区を訪問

平成6年
（1994）

◦少年サッカー北京市東城区親善訪問団が訪中
◦東城区児童作品展を新宿文化センターで開催

平成7年
（1995）

◦日中青少年交歓キャラバンに新宿区から初めての
参加

◦北京市東城区卓球親善訪問団が訪中
◦北京で開催の「世界女性会議・NGOフォーラム」
に新宿区からも参加し、東城区の女性と交流

◦東城区合唱団が新宿区を訪問、新宿文化センター
でのコンサートに出演

◦友好提携調印

昭和59年
（1984）

◦小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の記念碑が生誕
の地レフカダ町で建立

昭和60年
（1985）

◦小泉八雲終焉の地・新宿から区長がレフカダ町を
訪問

昭和61年
（1986）

◦レフカダ町長が新宿区を訪問
◦小泉八雲顕彰碑除幕式を大久保小学校で開催

昭和62年
（1987）◦新宿区議会議員視察団がレフカダ町を公式訪問

平成元年
（1989）◦友好提携調印

平成2年
（1990）

◦「新宿区平和展」にレフカダ町の子どもたちの作品
を展示

◦児童作品交流開始
平成4年
（1992）

◦新宿民俗舞踊レフカダ訪問団（阿波踊り）がレフカ
ダ町の「国際伝統芸術祭」に出演

平成5年
（1993）

◦小泉八雲記念公園開園式にレフカダ町長一行が新
宿区を訪問

平成22年
（2010）◦自治体合併により、レフカダ市となる

昭和57年
（1982）

◦旧高遠町からタカトオコヒガンザクラ寄贈（新宿中
央公園に植樹）

昭和60年
（1985）

◦大特価市（現・ふれあいフェスタに統合）に高遠町
が初出店

昭和61年
（1986）

◦新宿区と旧高遠町が友好提携調印
◦児童作品交流開始
◦スポーツ交流、ファミリー交流キャンプ、ゲート
ボール交流など、様々な交流を開始

昭和62年
（1987）

◦旧高遠町の小学生が新宿文化センターで開催され
た国際交流演奏会（合唱）へ初出演

平成3年
（1991）◦旧高遠町での親子田植え体験初開催

平成18年
（2006）

◦旧高遠町、旧伊那市、旧長谷村が合併し、新「伊那
市」が誕生

◦新宿区と伊那市が友好提携調印

平成21年
（2009）

◦伊那市に開設した「新宿の森」を整備することで、
CO2の吸収を促進し、区内のCO2排出量の一部を
相殺するカーボン・オフセット事業を開始

平成23年
（2011）

◦区内の新生児に伊那市の木製玩具をプレゼントす
る「誕生祝い品」事業開始

vol.4
新宿と友好都市 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、中華人民共和国北京市東城区、ギリシャ共和国レフカダ
市、長野県伊那市の3都市と、どのように交流が始まったのかをご
紹介します。

作品交流展の作品を募集します！
新宿区と友好都市（中国北京市東城区・ギリシャレフカダ市・長野県伊那市）の
児童・生徒のみなさんの絵画・書道作品を募集します。ご応募いただいた作品は
YouTube「レガスちゃんねる」に公開されます。友好都市のお友だちと、作品を
通じて交流してみませんか。

YouTube「レガスちゃんねる」による公開
11月中に配信予定

作　品　展

もう一つの友好都市「ドイツ・ベルリン市ミッテ区」については、本紙令和2年5月5日号でご紹介しています！そちらもぜひご覧ください。

北京市の中心に位置し、人口は約
86万人。東城区は旧北京城の内城
にあったため、区内には数多くの名
所旧跡があり、天安門や古代建築群
の明・清二代を経た宮城（現在の故
宮博物院）などがあります。

【友好都市となったきっかけ】
1979年３月に東京都と北京市が友好提携したことから、東京
都区市町村と北京市県区との交流が各地で始まりました。北京
市友好城市処副処長が新宿区を訪問し、同年11月には東城区
から交流の申し出があり、以降、区首脳の相互交流のほか、区
民レベルでの交流を深めてきました。

ギリシャ西部イオニア諸島のレフカ
ダ島に位置し、人口約2万1,000人、
農漁業や観光を中心とした歴史と文
化のまちです。レフカダ島はアテネ
西北方約400km、本土とはわずか
30ｍほどの運河で隔てられ、現在は
橋で結ばれています。

【友好都市となったきっかけ】
明治時代の文人・小泉八雲がレフカダ市に生まれ、新宿区でこ
の世を去ったということがきっかけになり、交流が始まりました。

長野県の南部に位置し、南アルプス
と中央アルプスの2つの山脈に抱か
れ、市の中央部を天竜川と三峰川が
流れる、豊かな自然と歴史・文化が
育まれた自然共生都市です。「天下第
一の桜」と称される高

たか

遠
とお

城址公園の桜
や、仙丈ヶ岳を中心とする南アルプ
ス国立公園などがあります。

【友好都市となったきっかけ】
新宿区と旧高遠町との縁は江戸時代までさかのぼり、現在の新
宿御苑一帯が高遠藩主内藤家の江戸屋敷であり、その一部が新
しい宿場「内藤新宿」となった関係から、交流が始まりました。

レ
フ
カ
ダ
市
作
品

東
城
区
作
品

伊
那
市
作
品

対区内在住・在学の3～15歳の方（中学生まで）　テーマ わたしの将来の夢
規格 �①絵画…八切画用紙大（横約38cm・縦約27cm）
　　②書道…半紙大（横約24cm・縦約33cm）　
　　※①②とも額装不要、立体作品不可
共催新宿区　締 9月30日（水）
申 �タイトル・学校名・学年・氏名を明記した紙（様式自由）を添えて、郵送にて
新宿コズミックセンターへ。

問地域交流課　Tel 03-3232-5121

小泉八雲
（写真提供：小泉家）

小泉八雲
新聞記者、紀行文作家、随筆家、小説家、日本研究
家。出生名はパトリック・ラフカディオ・ハーン。
明治29年（1896）、日本に帰化し、「小泉八雲」と名
乗る。東京帝国大学文科大学の英文学講師に就職。
日本では、牛込区市谷冨久町と西大久保村に住ん
だ。代表作に『知られぬ日本の面影』『怪談』『骨董』
などがある。

中国　北京市東城区 ギリシャ　レフカダ市 長野県　伊那市

友好提携・作品交流展開始までのあゆみ

ギリシャ共和国
レフカダ市

中華人民共和国
北京市東城区

ドイツ連邦共和国
ベルリン市ミッテ区 長野県伊那市

北京市東城区
北朝鮮

大韓民国

日本

中国

レフカダ市

ギリシャ

長野県

伊那市

山梨県

神奈川
県

岐阜県

愛知県 静岡県

富山県

新潟県

群馬県

埼玉県

東京都

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）



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。

●区民割引チケットを窓口で購入される際は、ご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（一
部公演を除く）
●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（一部公演を除く）
●Y席は公演当日25歳以下対象。　※販売（新宿文化センターのみ）
時に引換券を発行し、当日チケットと引き換え（要証明書［学生証・
保険証・免許証］）
●車いす用の鑑賞席は、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。　
●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。
●電話予約でチケットの郵送を希望される場合、別途郵送料167円を
ご負担いただきます。

ご購入の際のお願い

※チケット発券手数料、振込手数料などは、お客様の
　ご負担となります

新宿文化センター友の会会員

チケットWeb会員

※お取り扱いのない公演もあります
チケットぴあ　
http://t.pia.jp/
Tel 0570-02-9999
［Pコード：XXX-XXX］
イープラス　
http://eplus.jp/（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

ローソンチケット　
Tel 0570-084-003
［Lコード：XXX-XXX］

加入者名（振込先）：新宿文化センター
口座番号：00180-0-263305

振込先

❶オンライン即時決済（クレジットカード）
❷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、指定の期間内にお振込みください。
①窓口引換：新宿文化センター1階窓口（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。

ご予約の流れ

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

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）
※チケットの窓口引き換えはありません

新宿文化センター　9:00～19:00
  ※お支払いは現金のみ

窓口販売

電話予約

Web予約

プレイガイド

　大人のためのジャズ講座 vol.2

　新宿文化センター落語会

　気軽にワンコインコンサート

知って聴いて愉しもう！
ピーター・バラカン & 大友良英と過ごす
ジャズな2時間。
出��ピーター・バラカン（Peter�Barakan）�×�
　大友良英
日 9月18日（金）　19:00開演（18:00開場）　
内容 �DJ�&�トークショー
￥ �全席指定�3,000円（税込）
　窓口販売はありません。
　※チケット購入方法（下記）参照
企画制作 wind　 ピーター・バラカン

大貫妙子

原田知世

大庭絃子 黒川実咲 浅野衣美

春風亭昇也三遊亭小笑
（2021年5月真打昇進）

大友良英

「僕の、オレの、Jazz年譜」

三遊亭小笑・春風亭昇也二人会

トワイライト・ピアノトリオ・コンサート19:00 開演
9.18 金

18:00 開演
11.3 祝

19:00 開演
9.28 月

17:00 開演
9.26 土

14:00 開演
10.18日

「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
日 9月26日（土）��17:00開演（16:00開場）　
￥ �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
　◆公演中止・延期の可能性があります。
　窓口販売はありません。
　※チケット購入方法（下記）参照
企画制作ミニヨン、クロックワイズ　
協力ショーン・ハラダ

「スノードロップ」
大貫妙子 Guest 原田知世

オータムコンサート ～Favorite songs～
ソプラノ 工藤夏子 ＆ ピアノ 平山麻美

注目の若手落語家、三遊亭小笑と春風亭昇也が
新宿文化センター落語会に登場！
個性豊かな2人が魅せる令和の秋の爆笑合戦。
どうぞお楽しみに！
出�三遊亭小笑、春風亭昇也
日 11月3日（火祝）　18:00開演（17:00開場）
￥ �全席自由�1,000円（税込）　

当日17:00から3階小ホール入口での販売のみ。
直接会場へお越しください。

協力�（公社）落語芸術協会

新宿文化センターイベントボランティア募集
新宿文化センターで開催されるイベントのボランティアを募集します！
活動日 �申込書の希望欄をもとに調整します。　
活動場所 新宿文化センター
活動内容  〔作品展示・撤去〕
　　　　　◦絵画展�……………【展示】��9月28日（月）�午後　【撤去】10月4日（日）�午後
　　　　　◦写真展�……………【展示】10月30日（金）�午後　【撤去】11月9日（月）�午前
　　　　　◦手工芸・陶芸展�…【展示】11月22日（日）�午後　【撤去】11月29日（日）�午後
　　　　※イベントは、状況により中止または延期となる場合があります
対 �活動日当日18歳以上で、チームワークを大切に活動に取り組むことができる方
定各イベントによる　
締 9月8日（火）
申 �所定の申込書（新宿文化センター、各生涯学習館、新宿コズミックセンターで配布）に必要事項を記入
のうえ、新宿文化センターへ郵送または持参。

　※申込書は新宿文化センターウェブサイトからダウンロードもできます
問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

新宿区在住のアーティスト工藤夏子と、平山麻美が織り
なす優雅な音楽の世界。
日本歌曲、イタリア歌曲、ミュージカル曲およびオペラ
アリアで綴

つづ

るコンサートをお楽しみください。
出�工藤夏子（ソプラノ）、平山麻美（ピアノ）
日 10月18日（日）　14:00開演（13:00開場）
曲 �ヘンデル「オンブラマイフ」、中田喜直「霧と話した」、
　ショパン「幻想即興曲（ピアノソロ）」　ほか　
　※曲目は変更になることがあります
￥ �全席指定（税込）　一般�2,000円　区民割引*�1,500円　友の会割引�1,300円
　 8月15日（土）��12:00～　 8月17日（月）��12:00～
　 8月20日（木）　9:00～
　窓口販売はありません。�※チケット購入方法（下記）参照

テレビ出演やコンサート出演を多数行っているヴァイオリンの大庭絃子が登場します。
美しい演奏をどうぞお楽しみください。
出�大庭絃子（ヴァイオリン）、黒川実咲（チェロ）、浅野衣美（ピアノ）
日 9月28日（月）　19:00開演（18:00開場）
曲 �サティ「ジムノペディ第1番」、サン・サーンス「白鳥」　ほか
￥ ��500円（税込）　

新宿文化センター窓口
での当日販売のみ（予約
不要）。直接会場へお越
しください。�
※�電話・Web予約はで
きません

火

ギャラリーオーガードみるっく
8月/9月の展示

展示中～8月20日（木）
長い歴史に育まれてきた
山ぶどうのかご達

（宮坂みよ子作品展）

問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141
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新宿区役所
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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
新宿三丁目駅

伊勢丹新宿通り
り
通
治
明

（歌舞伎町1丁目30）

当日販売のみ

当日販売のみ

平山麻美工藤夏子

　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
作品募集!!

絵画展 手工芸・
陶芸展

写真展 書の展
短歌・
俳句・
川柳展

表彰あり 表彰あり

表彰あり 表彰あり

新宿区共催

みなさんの作品で新宿の秋を彩ってみませんか!
詳しくは、新宿文化センターウェブサイトほかを
ご覧ください。

区民割引あり

Pコード：
183-590

区民割引あり
*電話予約のみ

ワンコイン（500円）で
本格的なコンサート

8/15土 12:00〜
友の会販売開始 !

*電話予約のみ

4 8月の休館日の
お 知 ら せ

新宿文化センター公演P er f ormance 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/問合せ・会場

新宿コズミックセンター 11日（火） ／ 大久保スポーツプラザ 17日（月） ／ 四谷スポーツスクエア 11日（火） ／ 新宿文化センター 11日（火） ／ 新宿歴史博物館 11日（火）・24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・漱石山房記念館 11日（火）・17日（月）・24日（月）・31日（月） ／ 生涯学習館 〈赤城・住吉町・西戸山〉 10日（月祝） 〈北新宿・戸山〉 24日（月）

https://sodan-souzoku.jp



