
江戸期以来、江戸市中と地方を結ぶ結節点として発展してきた新宿は、江戸期以来、江戸市中と地方を結ぶ結節点として発展してきた新宿は、
街の拡大とともに道路や公共交通機関も整備されました。街の拡大とともに道路や公共交通機関も整備されました。

本展では、新宿にゆかりの深い路面電車を取り上げ、本展では、新宿にゆかりの深い路面電車を取り上げ、
その歴史、路面電車と文学、廃線前の路線を系統別に写真と資料で紹介します。その歴史、路面電車と文学、廃線前の路線を系統別に写真と資料で紹介します。

「路面電車と新宿風景」
江戸期以来、江戸市中と地方を結ぶ結節点として発展してきた新宿は、

街の拡大とともに道路や公共交通機関も整備されました。
本展では、新宿にゆかりの深い路面電車を中心に、

その歴史を写真と資料で紹介します。

9:30～17:30（入館は17:00まで）

令和4年1月15日　～4月3日日土

新宿歴史博物館 令和3年度 所蔵資料展

昭和20年代　靖国通り　新宿駅前停留場

休館日令和4年1月24日、2月14日・28日、3月14日・28日のいずれも月曜日
場新宿歴史博物館　地下1階企画展示室　協力東京都交通局　問新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131
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お知らせi YouTube「レガスちゃんねる」にて動画配信中！　レガスポ！や朗読動画など、楽しいコンテンツを配信していきます！

www.regasu-shinjuku.or.jp

GD四谷_広報誌レガス新宿 H76×W144（mm）

 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。

今後の新型コロナウイルス感染
症拡大の影響や社会情勢によ
り、イベントが中止・延期になる
場合があります。
また、施設の利用等についても、
変更となる場合があります。
最新の情報は、新宿未来創造
財団ウェブサイトまたは各問い
合わせ先へご確認
いただきますよう
お願いいたします。

新型コロナウイルス
感染症対策について

おうちから、いつでも見ることがで
きるコンテンツを配信しています。

ぜひご覧ください。

レガスちゃんねる
by

新宿未来創造財団
YouTube で検索 ！新宿歴史博物館

れきはく動画
おうちで

知る!
見る!
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※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

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

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　
❻ 名称と所在地
  　（新宿区内在勤・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）
❽ 学年・学校名・保護者氏名
　  （子ども対象のイベントのみ）

2021年12月12日
成年後見
  －認知症に備える－

午後2時～3時

〒169-0073  東京都新宿区百人町2-21-1

電子メール k-info@koueisha.co.jp  

●●●●●●●●●●●●●●●●やさしい終活講座やさしい終活講座

話 題

お 話
稲岡秀之 司法書士

公益社団法人
成年後見センター・リーガルサポート東京支部

TEL 0120-556-847 FAX 03-3361-4460

会　場：東京都新宿区百人町2-21-29
　　　　公営社第2ビル 2階
入場料：無料
　会場は10席位、席の予約は電話で

状況により開催中止することもあります

所蔵資料展 漱石からの手紙
親友の正岡子規、学友の立花銑三郎らに宛てた漱石および漱石の
門下生の手紙を通して、友人たちと漱石との交流やその時代背景
を紹介します。
会期開催中～令和4年4月10日（日）　
時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休館日 �月曜日（祝祭日の場合は翌平日）、
　　　年末年始
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、冬季・
　　春季休業期間は無料
問漱石山房記念館
　Tel�03-3205-0209
　Fax�03-3205-0211
　https://soseki-museum.jp/

　《通常展》テーマ展示

新年来館者
プレゼント

令和4年1月4日（火）・5日（水）
に当館展示室（有料）をご観覧
いただいた方に、記念品（ポス
トカード）をプレゼントします。
日 �令和4年
　1月4日（火）・5日（水）
　10:00～18:00
　（入館は17:30まで）

ミステリークエスト
 ～夏目漱石からの挑戦状 Ⅲ～
夏目漱石をテーマとした謎解きイベントです。
西落合図書館と漱石山房記念館に行って問題を解こう！
クイズの冊子は期間中、西落合図書館と漱石山房記念館で無料配布します。
全問答えた方には記念品をお渡しします。
※漱石山房記念館の観覧には、別途観覧料が必要です
　（小中学生は土日・祝日および冬季休業期間は無料）
期間 �12月5日（日）～令和4年1月10日（月祝）
　　※記念品の引き換えは令和4年1月16日（日）まで
場漱石山房記念館、新宿区立西落合図書館（西落合4-13-17）
対小学生以上
申 �不要。直接、新宿区立西落合図書館または漱石山房記念館（1階受付）でクイズ
の冊子をお受け取りください。�

主催新宿区立西落合図書館　共催漱石山房記念館
問新宿区立西落合図書館　Tel�03-3954-4373　Fax�03-5982-5086

基本的な知識や経済・金融を学び、資産形成や金融商品の利用法や心構えを身に付けませんか。
場新宿文化センター　4階第1会議室
対どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先）　
定 �各日�50名（多数抽選）
￥各日�700円（資料代込み）　※単回申し込みも可
申 に記載例（下段）のとおり記入し、新宿文化センターへ。　 WEB�
　※�申し込みに際しお預かりした個人情報は、主催者であるNPO法人金融と証

券を学習する会に提供します
締令和4年1月15日（土）　主催 �NPO法人金融と証券を学習する会
問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

金融機関OBによる「おとなのやさしい経済・金融入門講座」
No. 日にち 時　間 テーマ／概 要

① 令和4年
1月29日（土）

14:00
～15:40

「はじめての株式投資１　～会社業績の見方、株価チャートとは？」
会社の財務諸表の見方、株価の評価方法、チャートの利用について、正しく
株式投資を行うために理解しておきたい基本的なことを学びます。

② 令和4年
2月5日（土）

「はじめての株式投資２　～経済・金融の基本とグローバル投資へ」
資産運用を行う上で必要な経済の基礎事項を体系的に学び、株式投資の第
一歩としての金融商品（ETF＝上場投資信託）を紹介します。

ラ イ フ ア ッ プ 講 座

2茶の湯体験教室（裏千家） 3ハーブ講座
茶道体験を通して日本文化の魅力を再発見する全5回の講座
です。経験がある方も、ない方も、立居振る舞いから、新宿
区花道茶道協会・茶道部講師がていねいに指導します。おも
てなしの心・和の心を身に付けましょう。
日��令和4年1月8日・15日・22日・29日、2月5日のいずれも
土曜日　14:00～16:00　全5回

　※お茶はご自服にて行います
　※茶菓子は個別包装で持ち帰り
場 �新宿文化センター　4階和会議室　
講 �新宿区花道茶道協会�茶道部
定 �12名（多数抽選）　
￥全5回�6,900円（材料費込み）
締 12月10日（金）　
協力新宿区花道茶道協会　

ストレスを感じることが多い現代、特にコロナ禍では、心身
のバランスを保つのが難しい毎日。リラックスできる環境や
豊かな日常を取り戻すため、ハーブを取り入れた生活術を学
ぶ講座です。
日令和4年1月16日（日）　14:00～15:30
場 �新宿文化センター　4階第2会議室
講 �小川穣（（株）AGRU代表）
定 �29名（多数抽選）　
￥ 900円
締 12月23日（木）

1介護保険と高齢者向け
　住まいの基礎知識
超高齢社会を迎えるにあたり、自分や家族が安心して老後を
過ごすために、それぞれに合った介護サービスと介護保険制
度、多種多様な老人ホームおよび介護施設について、公共・
民間の違いや施設を選択する際の留意すべき点などを専門
家が解説します。
日令和4年2月6日（日）　10:00～11:50
場 �新宿文化センター　4階第1会議室
講 �中村正文（（公社）全国有料老人ホーム協会）
定 50名（多数抽選）　
￥ 900円　
締令和4年1月12日（水）

　新宿文化センター企画 　北新宿生涯学習館企画

開催中

　民間等と連携した機会提供事業

対どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先）　申 に記載例（下段）のとおり記入し、12は新宿文化センターへ、3は北新宿生涯学習館（〒169-0074�新宿区北新宿3-20-2）へ。　
問 12新宿文化センター　Tel�03-3350-1141　3北新宿生涯学習館　Tel�03-3365-3541 WEB

2 日日時　場会場　出出演　講講師　曲曲目　対対象　定定員　￥料金（税込み）　申申し込み　締締め切り　問問い合わせ　 このマークの催しは無料で参加できます。

漱石山房記念館 （早稲田南町 7）

生涯学習L i f e l ong l earning 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または各問い合わせ先にご確認ください。

歴  史H is t or y 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または各問い合わせ先にご確認ください。



レ ガ ス パ ー ク
お問い合わせは直接各ご連絡先まで

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

結婚！コロナ禍の今一人より二人が安心です
ずっと一緒にいたいと思う人を探しましょう
写真プロフィールを見て申込お見合いの返事
交際終了のお断り代行、御成婚迄アドバイス
ブライダルスワン03-5962-7704片山

初心者向　日常英会話50才以上　無料体験有
水曜日午前11～12時　戸塚地域センターにて
会費４千円　080-6375-6622　鈴木まで

夏目漱石や芥川龍之介、中島敦といった新宿区にゆかりのある偉人と同名のキャラクター
が多く登場するゲーム『茜さすセカイでキミと詠う』とタイアップし、漱石山房記念館をは
じめとする区立記念館・博物館を巡るデジタルスタンプラリーを開催します。各施設には
描き下ろしを含むイラストや等身大パネル、AR撮影が可能なポスター等を展示します。さ
らに、スタンプを集めた方には、オリジナルグッズを先着でプレゼントします。
実施期間令和4年1月14日（金）～3月6日（日）
スタンプポイント �漱石山房記念館、新宿歴史博物館、林芙美子記念館（中井2-20-1）、佐伯祐三

アトリエ記念館（中落合2-4-21）、中村彝
つね

アトリエ記念館（下落合3-5-7）
参加方法 �お客様のスマートフォンを使用するデジタルスタンプラリーです。事前に新宿区公式

ウェブサイト（下記QRコード）から参加方法をご確認ください。
※スマートフォンをお持ちでない方もご参加いただけます。

　　　　��詳しくは、新宿区公式ウェブサイトをご覧ください
景品 �◦�各ポイントに設置されているスタンプ用マーカーを読み取ってスタンプを獲得した方

には、各施設ごとにオリジナルポスト
カードをプレゼント。

　　◦�スタンプを5つ集めてアンケートに答
えた方には、オリジナルマスクケース
をプレゼント。

問新宿区文化観光課文化資源係
　（新宿区役所第一分庁舎6階）　
　Tel�03-5273-4126
　Fax�03-3209-1500

新宿区×茜
あかね

さすセカイで
キミと詠

うた

うスタンプラリー

©GCREST,Inc.　©Mynet Games Inc.

落語デビューはここからがオススメ。端正な語り口と豊かな表現力で魅了する立川談修。
44歳で編集者から落語家に転身した経歴を持ち、創意工夫を凝らした落語で楽しませる
立川寸志。スッと引き込まれる二人の話芸。どうぞ気楽にお楽しみください♪
出��立川談修、立川寸志　※ともに二席ずつ・トークあり
日令和4年2月6日（日）　13:30開演（13:00開場）
場 �新宿文化センター　小ホール
￥全席自由�1,800円　※未就学児入場不可
　 12月11日（土）　9:00～
　 12月11日（土）　10:00～
　�※�チケット購入方法（4面）参照

13:30 開演
2.6日
令和4 年

今回の星空コンサートは、新宿トラッドジャズフェスティバルの常連演奏者による
ライブです。星空の下で、音楽に親しむひと時を過ごしませんか。

プラネタリウム星空コンサート
「新宿トラッドジャズライブ in プラネタリウム」

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

出��阿部寛（ギター）ほか常連演奏者
日令和4年1月23日（日）　14:00開始（13:30開場）　※約60分
場 �新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム�
対小学生以上（小学生は要保護者同伴）　
定 �75名（多数抽選）　￥ 1,600円
申 � に記載例（2面）のほか、同伴者の氏名・年齢を
記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB�

　※�当選者にのみ、令和4年1月18日（火）までに当選案内
を郵送します

締令和4年1月11日（火）
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701 阿部寛

思いのままにカラダを動かしてみよう！
振付家・ダンサーの東野祥子さんと過ごす、ゆかいなゆかいな2日間♪
ダンスでココロとカラダを解放したら、きっと新しい自分に出会えるはず！
日 �令和4年3月5日（土）・6日（日）
　※2日間の連続講座です。2日目の最後にワークショップの中で、成果を発表します
　〔午前の部〕10:00～12:30（小学1～2年生対象＊）��＊参加の際は保護者送迎をお願いします
　〔午後の部〕14:00～17:00（小学3年～中学3年生対象）
場 �新宿文化センター　小ホール　
講 �東野祥子（振付家・ダンサー）　対小・中学生　
定 �午前・午後の部ともに30名（多数抽選）　￥全2日�2,000円
申 � に記載例（2面）のほか、学年を記入し、新宿文化センター
へ。新宿文化センターウェブサイトからも申し込み可。　 WEB�

締令和4年1月31日（月）　持ち物 �動きやすい服装、室内運動靴
協力NPO法人�芸術家と子どもたち
問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

新宿文化センターダンスカタログ
「ココからダンスワークショップ」参加者募集

東野祥子

回数券払い戻し期間の終了について　
令和2年度をもって終了した「落語 in 和室」の回数券
払い戻し期間がまもなく終了します。回数券をお持ち
の方は忘れずにお手続きしてください。
詳細は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは下記問
い合わせ先にご確認ください。
手続き・受付 大久保スポーツプラザ　3階受付（大久保3-7-42）　
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

12月の臨時休館と年末年始の全館休館のお知らせ
12月29日（水）～令和4年1月3日（月）は、年末年始全館休館となります。
その他の休館日は下表のとおりです。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

施設名 臨時および定期休館日 問い合わせ

新宿コズミックセンター 12月13日（月）～17日（金）　
※1階窓口は9:00～17:00（受付は16:30まで）

新宿コズミックセンター
Tel�03-3232-7701�大久保スポーツプラザ 12月20日（月）

四谷スポーツスクエア 12月13日（月）
屋外スポーツ施設 ――

新宿歴史博物館 12月13日（月）・22日（水）～28日（火）　
※燻

くん

蒸
じょう

休館を含む
新宿歴史博物館
Tel�03-3359-2131�林芙美子記念館＊

12月6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）佐伯祐三アトリエ記念館
中村彝アトリエ記念館

施設名 臨時および定期休館日 問い合わせ

漱石山房記念館 12月6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
漱石山房記念館
Tel�03-3205-0209

新宿文化センター 12月14日（火）

新宿文化センター
Tel�03-3350-1141�

赤城生涯学習館
12月13日（月）住吉町生涯学習館

西戸山生涯学習館
戸山生涯学習館

12月27日（月）
北新宿生涯学習館

新宿スポーツセンター 12月27日（月）　
※29日（水）　休館日開放（18:00まで）

新宿スポーツセンター
Tel�03-3232-0171�

詳しくは
こちらから

1月14日（金）～
3月6日（日）

令和4年
12/11土 9:00〜　販売開始!

回数券見本

＊林芙美子記念館は、12月6日（月）10:00～15:30、写真撮影・写生日のため、休館日開放します（入館は15:00まで）

12/28火
まで

新宿文化センター落語会
「一蔵と市弥と小辰」（オープニングトークあり）

三人揃って、いざ真打へ！来年秋に真打昇進が決まり、勢いにのる三人をお見逃しなく。
出��春風亭一蔵、柳亭市弥、入船亭小辰
日12月11日（土）　13:30開演（12:45開場）
場 �新宿文化センター　小ホール
￥全席自由�1,800円　※未就学児入場不可
　�※�チケット購入方法（4面）参照

間もなく開催 祝・令和4年秋 真打昇進決定

 立川談修

柳亭市弥 春風亭一蔵

立川寸志

入船亭小辰

13:30 開演
12.11土

問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

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）

お知らせI n f orma t ion

ピックアップP ick Up 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または各問い合わせ先にご確認ください。



坂井田真実子

～女声合唱とソプラノの
　　 クリスマスコンサート～

新宿文化センター合唱団指導者である山神健志氏によるクリスマスコンサート。
女声合唱と坂井田真実子さんの美しいソプラノをどうぞお楽しみください。
出山神健志（指揮）、坂井田真実子（ソプラノ）、ジョン・ラターを歌う女声合唱団、
　コーロ・ルーチェ、合唱団ミモザ
日 12月20日（月）　14:00開演（13:15開場）
曲 �ジョン・ラター�「クリスマスキャロル集」、クリスマスソング・メドレー　ほか
￥ �500円　※未就学児入場不可
　�新宿文化センター窓口での当日販売のみ（13:00〜販売開始）。
　※�ご来館時、「新宿文化センター来館者カード」に氏名・連絡先（電話番号）の記入をお願いします

　午後のワンコインコンサート
当日販売のみ ワンコイン（500円）で

本格的なコンサート

14:00 開演
12.20月

「バレエを観たいが内容がわからない」「興味はあるのにチャンスがない」といった方必見！
Kバレエが贈るバレエの代表作『白鳥の湖』の実演とともに、バレエや作品について、わかりやす
く解説をする公演です。子どものためのバレエワークショップも同日開催！
出��Kバレエ�カンパニー、Kバレエ�スクール
日令和4年3月12日（土）　①13:00開演（12:15開場）　②17:30開演（16:45開場）
内容 �バレエ解説、バレエ名場面実演　ほか
￥ �全席指定　おとな：2,000円、区民割引�1,800円、友の会割引�1,700円、
� こども（3歳〜小学生）：1,000円、区民割引�800円、友の会割引�700円
� � ※3歳未満入場不可　※チケット購入方法（下段）参照
　 12月13日（月）��12:00～
　 12月15日（水）��12:00～
　 12月17日（金）　�9:00～
　 12月17日（金）��10:00～
　 12月18日（土）　�9:00～
協力（株）K-BALLET

はじめてのバレエ鑑賞①13:00 開演
②17:30 開演

3.12土

令和4 年
   熊川哲也主宰の K バレエ スクールによる公演

12/13月 12:00〜
友の会先行販売開始!

時間14:45～15:30��場 �大ホール��対 �4～6歳のバレエ初心者��定 �25名（先着順）��￥ �2,000円
申 問 Kバレエ�スクール　Tel 03-5805-8812　http://www.k-balletschool.com/

Kバレエ スクール主催 ワークショップ同日開催！

新宿文化
センターのみ（ ）

ワンワンまつり パラダイス編
放送開始から25周年をむかえたEテレの幼児番組「いないいないばぁ」から、人気キャラクター
がやってきます。パラダイスを舞台にワンワンとゆかいな仲間たちがくりひろげる歌あり踊り
ありの楽しいショーです。お子さんも保護者もいっしょに楽しめます。
出ワンワン、うーたん、ジャンジャン、ジャンコ、りんたろう、もぐちゃん
日令和4年2月27日（日）　①14:30開演（14:00開場）　②17:30開演（17:00開場）
曲 �未定　￥ �全席指定　A席�2,850円　B席�2,250円　※1歳以上有料
この公演の新宿文化センターでの販売はありません。
主催（株）NHKプロモーション　共催（公財）新宿未来創造財団　制作（株）NHKエデュケーショナル
協賛江崎グリコ（株）　��問（株）NHKプロモーション　Tel�03-5790-0888（平日�11:00～17:00）
※チケット販売等の詳細が決まり次第、NHKプロモーションウェブサイトで発表します

①14:30 開演
②17:30 開演

2.27日

令和4 年

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
交響組曲『ドラゴンクエスト』
交響組曲『ドラゴンクエストⅡ』悪霊の神々

9月に急逝されたすぎやまこういち先生の数々の功績が偲ばれるなか、東京シティ・フィルの新
年恒例公演は、原点とも言えるドラゴンクエストⅠとⅡの名曲を全曲お届けいたします。
出指揮：井田勝大　管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
日令和4年2月6日（日）　14:00開演（13:00開場）
曲 �すぎやまこういち作曲�交響組曲「ドラゴンクエスト」「ドラゴンクエストⅡ　悪霊の神々」
￥�全席指定��※未就学児入場不可��S席�5,000円��A席�4,000円��B席�3,000円��※小中学生は各半額
　この公演の新宿文化センターでの販売はありません。�
主催（一社）東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　
共催（公財）新宿未来創造財団　
協力（株）スクウェア・エニックス、スギヤマ工房（有）、
　　（合）シャイン・シンフォニー
チケット販売 �問東京シティ・フィルチケットサービス　Tel�03-5624-4002
　　　　　　���※月・水・金曜日　11:00～15:00（祝日を除く）　

14:00 開演
2.6 日

令和4 年

新春名作狂言の会
新年初笑いは狂言でいかが？ 大蔵流・茂山家と和泉流・野村家。流派の異なる両家のスターが
一堂に会し、新年の訪れを寿

ことほ

ぎます。
演目 出トーク　茂山千五郎、野村萬斎
　　　「貰

もらい

聟
むこ

」　茂山千五郎、茂山茂、茂山七五三
　　　「六

ろく

地
じ

蔵
ぞう

」　野村万作（人間国宝）、野村萬斎、野村裕基、野村太一郎、石田幸雄
日 �令和4年1月12日（水）　18:00開演（17:15開場）
￥ �全席指定　※未就学児入場不可
　一般�S席�5,000円（区民割引�4,800円・友の会割引�4,500円）
　一般�A席�4,000円（区民割引�3,800円・友の会割引�3,500円）
　※チケット購入方法（下段）参照

18:00 開演
1.12 水

令和4 年

区民割引あり Pコード：
508-719

茂山七五三茂山千五郎茂山茂 野村万作野村裕基 野村萬斎

マヤ・ハッチ×田中菜緒子トリオ 
　X’mas JAZZ NIGHT 202117:00 開演

12.18土

出�マヤ・ハッチ（ヴォーカル）、田中菜緒子（ピアノ）、中村健吾（ベース）、藤井学（ドラムス）
日 12月18日（土）　17:00開演（16:30開場）
曲 �アーヴィング・バーリン�「White�Christmas」、
　コール・ポーター�「Night�and�Day」、
　ヴィンセント・ユーマンス�「Tea�for�Two」　ほか
￥ ��全席指定　一般�3,200円　※未就学児入場不可　※チケット購入方法（下段）参照

マヤ・ハッチ 田中菜緒子

はじめてのおんがくかい 
クリスマスコンサート14:00 開演

12.19日

●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（一部公演をのぞく）。
●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。
●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。

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

ご予約の流れ

チケット購入方法チケット購入方法

公演は、中止および変更等になる場合があります。新宿文化センター
ウェブサイトをご確認のうえ、ご来場ください。
新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。詳しくは、こちら  

ご
購
入
の
際
の
お
願
い

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。

※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

窓口販売

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）

新宿文化センター　9:00～19:00
※休館日を除く。お支払いは現金のみ

Web予約
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　
https://t.pia.jp/
Tel 0570-02-9999　
※予約には Pコードが必要です

イープラス　
https://eplus.jp/（24時間受付）
［PC・携帯電話共通］

プレイガイド

区民割引あり
©Izumi Sakurai

フレッシュ名曲コンサート
北欧への誘い

15:00 開演
1.30日

アンドレア・バッティストーニ指揮、東京フィルハーモニー交響楽団による新宿文化センター公
演第6弾。今年は大崎由貴、宮地江奈をソリストに迎え、北欧作曲家の名曲をお届けします。
バッティストーニが美しい北欧音楽の世界にあなたを誘います。
出アンドレア・バッティストーニ（指揮）、大崎由貴（ピアノ）、
　宮地江奈（ソプラノ）、東京フィルハーモニー交響楽団
日令和4年1月30日（日）　15:00開演（14:15開場）
曲 �グリーグ�ピアノ協奏曲イ短調、
　グリーグ�「ペール・ギュント」第1組曲・第2組曲、
　シベリウス�交響詩「フィンランディア」　ほか
￥ �全席指定　※未就学児入場不可
　一般�SS席�7,500円（区民割引�7,000円・友の会割引�6,800円）
　一般�S席���6,500円（区民割引�6,000円・友の会割引�5,800円）
　一般�A席���5,500円（区民割引�5,000円）　Y席（25歳以下）�3,000円
　※チケット購入方法（下段）参照
共催（公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）　
協力東京オーケストラ事業協同組合

令和4 年

アンドレア・バッティストーニ
Ⓒ上野隆文

区民割引あり Pコード：
202-806

ⒸK.Miura

完売御
礼

Pコード：
207-172

4

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/問い合わせ・会場

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。


