
出��Kバレエ�カンパニー、Kバレエ�スクール
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、友の会会員�1,700円
　こども（3歳～小学生）：1,000円、区民割引�800円、友の会会員�700円
　※3歳未満入場不可
　※チケット購入方法（4面）参照
協力（株）K-BALLET

©Izumi�Sakurai

「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 ！ 

明けましておめでとうございます
本年も『新宿未来創造財団（レガス新宿）』をどうぞよろしくお願いいたします。

アンケートに答えてプレゼントをもらおう ！
よりよいサービスをご提供するために、広報紙・ウェブサイトなどについ
て、ご感想をお聞かせください。
アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で10名様に、
豪華�「記念館セット」をプレゼント�！

新宿の皆さまの文化活
動を応援します。

新宿の歴史をとおして
地域に愛着を。

地域の方々の生きがい
の輪をひろげます。

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

施設を利用する方々の
喜びを支えます�！

スポーツのちからで
新宿を元気に�！

漱石文学の魅力を新宿
から発信します。

新宿の子どもの安全安
心な居場所を創ります。

公益法人として信頼さ
れる組織運営。

※�当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

記念館セット
■漱石山房記念館�チケット（２枚１組）
■漱石山房メモ帳（１冊）
■中村彝・林芙美子・佐伯祐三記念館絵はがきセット（３枚１組）
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①13:00開演（12:15開場）
②17:30開演（16:45開場）

　新宿文化センター
　大ホール

3月12日 土 
令和4年

時間 14:45～15:30
場 �新宿文化センター　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！

締1月20日（木）�17：00　問経営課��Tel�03-3232-7701

アンケートの
回答は

こちらから

新春お年玉企画 ！

レガス新宿は、新宿区民の皆さまと、
“レガス”歴史（レ）・学習（ガ）・スポーツ（ス）で、

地域のつながりの輪を広げます。

レガス新宿 紹介ムービー

1

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和4年1月5日 第263号　次号は1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 所蔵資料展 「路面電車と新宿風景」TOPICS 2面 プラネタリウム

区民割引あり

チケット販売中

3面 新宿演劇祭4面

            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！

5日号5日号

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。

51

問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　Fax�03-3350-4839　https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

www.regasu-shinjuku.or.jp



　文学連続講座

　鶴巻図書館・漱石山房記念館共催事業

路面電車と新宿風景 「東京の路面電車の歴史」

新宿区の文化財 
―地域文化財制度10周年に
　ちなんで―

新宿歴史博物館パート職員募集

林芙美子とふるさと落合 祐三の妻・米子

東京さくらトラムの愛称で親しまれる都電荒川線は、
100年以上の歴史があります。新宿区内を最初に走行し
た路面電車の区間は、半蔵門から新宿間でした。明治36
年（1903）に開通したこの区間は、都電の前身である東
京市街鉄道によって敷設されました。本展では、東京の
路面電車の歴史を、新宿の風景写真と資料で紹介します。
会期 1月15日（土）～4月3日（日）　
時間 9:30～17:30（入館は17:00まで）
休館日 �1月24日（月）、2月14日（月）・28日（月）、
　　　3月14日（月）・28日（月）
場地下1階企画展示室　協力東京都交通局

首都東京の路面電車の果たした役割は何だった
のか。山手の都市化や甲武鉄道（現・JR中央線）
との競合、新宿ターミナル、郊外を走る電車な
どに焦点を置き、新宿区域に大きな影響を与え
た、路面電車の歴史をひも解きます。
日 2月27日（日）　14:00～15:30
場 2階講堂
講 �岡田直（横浜都市発展記念館主任調査研究員）
定60名（多数抽選）　￥500円　
申 � に記載例（3面）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。
　※1通につき1名のみ　 WEB�
締２月10日（木）

新宿区には地域の歴史や文化を伝える多くの文化財が伝えられ
ています。平成23年（2011）には、近現代の文化財を中心とした
地域文化財制度が創設され、今年度で10周年を迎えました。新宿
区の歴史を物語る文化財の数々を、写真を見ながら紹介します。
日 2月19日（土）　14:00～15:30　場 2階講堂　
講北見恭一（新宿区文化観光課）　定60名（多数抽選）　￥500円
申 � に記載例（3面）のとおり記入し、新宿歴史博物館へ。
※1通につき1名のみ　 WEB�

締2月3日（木）

従事業務受付および施設運営事務
勤務場所新宿区立新宿歴史博物館および関連施設
雇用契約期間 �2月15日（火）～3月31日（木）
� ※�勤務成績が良好な場合は、4月1日（金）以降

1年間ごとに契約更新あり（契約更新は原則
最大4回まで）

待遇時給1,050円（研修期間中は1,041円）
　　※交通費1日上限1,000円まで実費相当額支給
勤務条件 �週3～4日／週19時間勤務／9:00～17:45の間の

シフト制（土日・祝日出勤あり）
採用若干名　選考方法書類選考・面接試験
申 �1月19日（水）までに、履歴書（写真貼付）を新宿歴史博物
館まで郵送または持参。

代表作『放浪記』の冒頭で「私には古
ふる

里
さと

はない」と綴った林芙美子で
したが、落合で過ごすうちにこの地に深い愛着を持つようになりま
した。地域の人たちとの交流や日々の暮らしに関して、残された作
品に焦点を当て、芙美子にとっての古里「落合」を紹介します。
会期開催中～2月27日（日）　時間 10:00～16:30（入館は16:00まで）
休館日 月曜日（祝休日の場合は翌平日）　場アトリエ棟展示室　
入館料 一般�150円、小中学生�50円　問新宿歴史博物館　Tel�03-3359-2131

佐伯祐三の妻で、自らも絵描きであった佐伯米子
（1903～1972）を写真などで紹介します。本年
は米子の没後50年にあたります。
日展示中～3月31日（木）　10:00～16:00
休館日 月曜日（祝休日の場合は翌平日）
場ミニギャラリー
問新宿歴史博物館　Tel�03-3359-2131

若き漱石の漢詩 ―青春の光と影―

大人のための朗読会 
漱石山房とその時代　貧困、借金、病魔　そして…芸術

夏目漱石は英文学者のイメージが強いですが、200首を超える漢詩を残しました。本講座で
は、洋行（明治33年）以前の作を対象に、若き漱石が、なぜ漢詩を詠み始めたのか、それはいか
なる特質が認められるのか、当時の状況をも勘案しながら考察します。

場地下1階講座室　講黒田眞美子（元法政大学教授）　
定各回50名（多数抽選）
￥全2回�1,000円　※単回受講可、欠席時の返金なし
申 � に記載例（3面）のほか、新宿歴史博物館
メンバーズ倶楽部会員の方は会員番号を記入し、
漱石山房記念館へ。　※1通につき1名のみ　 WEB�

締1月20日（木）
その他 �当日は講座の様子を撮影し、後日、当館ウェブサイトにて

無料配信いたします。あらかじめご了承ください。

区内を拠点に活動している、ぐるーぷ・カナリヤによる恒例の朗読会です。演目は、漱石
『夢十夜』、半藤一利『漱石俳句探偵帖』など。漱石にまつわる作家たちの世界をお楽しみに。
日 1月30日（日）　14:00～15:30（受付は13:30～）　
場漱石山房記念館　地下1階講座室　朗読ぐるーぷ・カナリヤ　定40名（先着順）　※事前申込制
申 �1月9日（日）から鶴巻図書館へ電話、または鶴巻図書館1階カウンターでお申し込みください。
　※定員に達し次第、締め切ります
主催新宿区立鶴巻図書館　共催漱石山房記念館
問新宿区立鶴巻図書館（早稲田鶴巻町521）
　Tel�03-3208-2431　Fax�03-3208-4087

昭和23年（1948）靖国通り
（都電用道路拡張、軌道設置工事）

「落合日記」自筆原稿

家族団らん（西洋館にて）

　令和３年度 所蔵資料展 　令和3年度 所蔵資料展「路面電車と新宿風景」関連講座

　学芸員と学ぶ歴史講座1

　林芙美子没後70年記念展 　ミニギャラリー展示替え

絵はがきで世界旅行
内外の観光地を写した大正、昭和時代の絵はがき50点余
りを展示しています。絵はがきで世界の旅に出ましょう。
会期展示中～3月31日（木）
時間 9:30～17:30
　　（入館は17:00まで）
休館日 第2・4月曜日�
　　��（祝休日の場合は
　　���翌平日）
場地下1階常設展示室
　特設コーナー
￥一般�300円、
　小中学生�100円

「菅野力夫の
世界一周旅行」

「鹿児島名産
桜島大根」

　常設展示室特設コーナー展示替え

夏目漱石誕生記念　2月9日朗読会
新暦2月9日は夏目漱石の誕生日です。これを記念して、
漱石にまつわる作品の朗読会を開催します。
日 2月9日（水）　14:00～16:00（受付は13:30～）　場地下1階講座室・多目的室
朗読神楽坂朗読サロン、近代文学を訪ねて～沙羅の木～、
　　フォーエバーリーディング、
　　ふみのしおり（新宿歴史博物館ボランティア朗読の会）
演目夏目漱石「明暗」（抜粋）、「硝子戸の中」（抜粋）、
　　「永日小品」より「猫の墓」「懸物」　ほか
定 70名（多数抽選）
申 � に記載例（3面）のほか、新宿歴史博物館メンバーズ
倶楽部会員の方は会員番号を記入し、漱石山房記念館へ。　
※1通につき1名のみ

締1月25日（火）
その他 �当日はイベントの様子を撮影し、後日、当館ウェブサイト

にて無料配信いたします。あらかじめご了承ください。

No. 日にち 時　間 講　座　名
① 2月�5日（土） 14:00～15:30

（受付は13:30～）
「漢詩創作の始まり�ー子規との友情ー」

② 2月12日（土） 「自然へのあこがれ�ー「白雲」を中心としてー」

夏目漱石 漢詩扇面軸

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～4月10日（日）　
時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休館日 �月曜日（祝休日の場合は翌平日）
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

　《通常展》テーマ展示

開催中

岡田直

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） 問漱石山房記念館　Tel 03-3205-0209  Fax 03-3205-0211
https://soseki-museum.jp/

林芙美子記念館 （中井 2-20-1）

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。

新宿歴史博物館が募集する講座・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　Tel 03-3359-2131  Fax 03-3359-5036
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/新宿歴史博物館 （四谷三栄町 12-16）

佐伯祐三アトリエ記念館 中落合
2-4-21（ ）



レ ガ ス パ ー ク

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

● 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。

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）

の場合

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

郵 送

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

記　載　例

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

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。

耳鼻咽喉科の外来で働ける人。
漢方薬や生活習慣のアドバイスを
行い、症状改善を目指しています。
 未経験歓迎
 【勤務時間】 下記時間帯で週２～
　　　　　       （⇨ご相談ください）
 ●月・水・金　9時～18時30分
 ●木・土　　　9時～12時30分
 【時給】試用期間（3ヶ月）1,041円～
          採用後 1,100円～
                   （勤務 1年以上で考慮）
 交通費規定支給、制服貸与、自転車通勤OK

医療事務募集

ユキクリニック耳鼻咽喉科
新宿区百人町3ー7ー8  原ビル 3階
☎03-5989-1187 担当：内藤

  〔木〕午後　音声訓練
 （声を出しやすくしたい人のための外来）
  〔金〕午後　補聴器外来

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
。

GIANTS ACADEMY 2015 カラーバージョン

バリアフリー「わくわくプラネタリウム」
星空散歩（冬）と、冬の空の真上近くに明るく輝く1等星カペラの
ぎょしゃ座の物語。そして、「賢治の星座早見 〜星のものがたり
〜」を上映します。宮沢賢治の作品の中には多くの星や星座が取り上げられています。

「銀河鉄道の夜」をはじめ、「双子の星」や「星
せい

夜
や

の幻
げん

灯
とう

会
かい

」（「雪渡り」よ
り）にも星や星座が登場しています。賢治は星座早見を使って星空
を見上げながら、さまざまな物語を想像していたようです。

日 �1月30日（日）　11:00開始（10:30開場）　※投影時間約50分
場新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム
対イベントの趣旨に賛同される方（小学3年生以下は要保護者同伴）
定 �100名（先着順）
￥大人�100円、障がいのある方の同伴者・中学生以下�無料
申不要。当日直接、会場へお越しください。
　※受け付け時に検温を実施します　※新型コロナウイルス感染症の
　状況により、定員を変更する場合があります
協力 �@字幕サークル
その他 �マスクの着用など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

日にち �1月16日（日）・22日（土）・29日（土）、
　　　2月��5日（土）・12日（土）・20日（日）
時間 �1回目�10:30～　2回目�13:30～　3回目�15:00～　※投影開始後の入退場不可
場新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム
定 �各回75席（先着順）　￥大人�300円、中学生以下�無料
申 �不要。当日直接、会場へお越しください。
　※チケット販売および開場は投影開始30分前から
　※チケットは、会場検温にて参加可能となった方にのみ販売します
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、定員を変更する場合があります
その他 �マスクの着用など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

Ⓒ五藤光学研究所

Ⓒ五藤光学研究所

賢治の星座早見 ～星のものがたり～
　一般公開番組　星空散歩～冬～

★上映中の入退場自由。音や声を出しても大丈夫です。
★字幕付き。ヒアリングループ、ナレーション手話もあります。

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

本格マジックをお手軽に。講習用のタネを使って学校や職場で披
露し、人気者になろう！
日 3月6日（日）　10:00～11:30　
場 �大久保スポーツプラザ　３階和室（大久保3-7-42）　出中野雄介
内容（予定）�講師によるミニ・マジックショーと、参加者が実際に奇術

にチャレンジするワークショップの2本立てです！
※変更になる場合があります
ミニ・マジックショー：�ロープマジック、カメレオンシルク、
　　　　　　　　　　��サイドキックテーブル　など
ワークショップ：�綿棒の出現、貫通するお札、動くペン、グラスの消失　など

対小学４年生以上　※小学生は保護者の申し込み・参加が必須です
定 30名（多数抽選）　￥ �500円（教材費として別途500円かかります）
申 � に記載例（下段）のほか、小学生の場合は一緒に参加する保護者の氏名も記
入し、新宿コズミックセンターへ。�� WEB

締 2月8日（火）　 協力（公社）日本奇術協会　問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701
※新型コロナウイルス感染症の状況により、定員を変更する場合があります

奇術の楽しさを
知ってみませんか？

中野雄介

思いのままにカラダを動かしてみよう！
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＊）�＊参加の際は保護者が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（下段）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 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 東野祥子

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」参加者募集令和4年度 ジャイアンツアカデミー・

新宿西戸山スクール生徒募集
読売巨人軍の選手OBをはじめとするコーチスタッフとともに、野
球の基本技術はもちろん、人間形成を図るための独自プログラム
で、一人ひとりが意欲的に楽しく1年間活動していきます。
日 �4月～令和5年3月の月曜日（祝日・お盆・年末年始・特定日を除く）
場西戸山公園野球場（百人町4-1）
�申 �1月12日（水）から、ジャイアンツアカデミーウェブサイト（https://
www.giants.jp/G/academy/）で申し込み。

締 2月2日（水）（一次締め切り）
共催読売巨人軍　後援新宿区少年軟式野球連盟　
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

コース 時　間 定　員 料金（月謝）
幼児（年中・年長） 15:10～16:10 各20名 6,600円小学1·2年生 15:50～16:50

小学3·4年生 16:30～17:50 各24名 8,800円小学5・6年生 17:30～18:50

※�入会時に登録費用別途
3,300円が必要です
※�学年は、いずれも新学年
（令和4年4月時点）です
※�教室は1年間で、次年度
の優先継続権はありませ
ん（1年ごとに全コースで
募集・抽選を行います） ご寄附への御礼

公益財団法人新宿未来創造財団へご寄附いただいた方の御芳名を、
次のとおり掲載させていただきます。ご協力心より御礼申し上げます。

林芙美子の会　事務局長　野田敦子 様

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）

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。

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★ 問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

2 日本オペラ協会公演 「ミスター・シンデレラ」

日2月6日（日）　14:00開演（13:00開場）
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
曲すぎやまこういち作曲�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

日2月19日（土）・20日（日）　両日とも14:00開演（13:00開場）
出�山本康寛・海道弘昭（伊集院正男役／ダブルキャスト）　ほか
演目 �｢ミスター・シンデレラ」伊藤康英作曲　高木達台本　
　　オペラ全2幕ニュープロダクション

場新宿文化センター　大ホール　
申 � に記載例（下段）のほか、公演名と日時、希望人数（1公演につき2名まで／多数抽
選）を記入し、新宿文化センターへ。　
※1公演につき1人1通のみ申し込み可　※往復はがき（126円）が料金不足の場合は受け取
れません。また、記入漏れは無効となります。あらかじめご了承ください

締 1月15日（土）　問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

1公演100名様
（全2公演）
ご招待

100名様
ご招待

新宿文化センター公演　新宿区民ご招待

1 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



未入稿

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。

“アロマを楽しむ教室”
会員募集

10種類以上のアロマ(精油)を用いて、
オリジナルの香りを作成します!!!

2月開催日　 時間 作品 場所
 2/17（木）   11:00ｰ12:30  マスクミスト    新宿
 2/24（木）   11:00ｰ12:30  ルームミスト    新宿

＊会場の詳細は、ご応募いただいた方に
お電話もしくはメールにてご案内いたします。

■ 会　費（材料費込み）　1回3,500円（税込）　
■ 持ち物　筆記用具
■ 定　員　8名（三密を避けて開催いたします。）
■ お申し込み
　 Essential  SQuare（エッセンシャルスクエア）
　 mail：contact-us@essentialsquare-es.com
　 Tel  ：050-3554-2110

「Oh! レガス｣を
ご覧になった方は、

初回の会費1,000円 (税込)

お申し込みの際にメールにて、
 「Oh! レガスより応募｣と明記
して下さい。
もしくは当日、掲載ページを
ご持参下さい。

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。プログラムには語句解説付き！
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 �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・友の会会員�4,500円）
　一般�A席�4,000円（区民割引�3,800円・友の会会員�3,500円）
　※�チケット購入方法
（下段）参照

18:00 開演
1.12水

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

フレッシュ名曲コンサート
北欧への誘い

新宿オペレッタ劇場28

メッセージ・ソング
ピーター・バラカン × 湯浅学

15:00 開演
1.30日

16:00 開演
3.26土

17:30 開演
3.21月祝

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 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・友の会会員�6,800円）
　一般�S席���6,500円（区民割引�6,000円・友の会会員�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

2021夏のオペレッタ劇場は残念ながら延期になりました。
出演者とお客さまの思いを乗せて、延期公演をお届けしま
す！ ホイリゲに響くオペレッタの心地よい響き。心ゆくま
でウィーンの調べをお楽しみください！
出高橋広奈（ソプラノ）、三塚直美（ソプラノ）、
　北澤幸（メゾソプラノ）、水船桂太郎（テノール）、
　古澤泉（テノール）、清水良一（バリトン）、児玉ゆかり（ピアノ）
日 3月26日（土）　16:00開演（15:30開場）
曲 J.シュトラウス�「ヴェニスの一夜」、カールマン�「モンマルトルのすみれ」ほかよりアリア、重唱
￥全席指定　一般�3,600円、友の会会員�3,300円　※未就学児入場不可

1月13日（木）　13:00～　※チケット購入方法（下段）参照

1969年5月、新宿西口地下広場には若者たちの大きな歌声
が響いた。それは、ベトナム戦争反対のメッセージを込め
たフォーク・ソングだった。今なお、世界中で歌い継がれ
ているメッセージ・ソングの数々を、ピーター・バラカン
と湯浅学が時代を振り返りながら紹介します。
出ピーター・バラカン（Peter�Barakan）�×�湯浅学　
日 3月21日（月祝）　17:30開演（16:45開場）
内容 �音楽をこよなく愛する二人、ピーター・バラカンと湯浅学によるDJ＆トーク・ショー
￥全席指定　3,600円　※未就学児入場不可

1月7日（金）　13:00～　※チケット購入方法（下段）参照　企画制作wind

区民割引あり

Pコード：
202-806

アンドレア・
バッティストーニ

Ⓒ上野隆文

高橋広奈 三塚直美

湯浅学ピーター・バラカン

●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。窓口と電話予約のみの取り扱いです。　※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

窓口販売

ご予約の流れ

電話予約

Web予約

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）

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

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。

新宿文化
センター
友の会会員

チケット
Web会員 ※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

※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

チケット再販！　9 月公演の延期によりキャンセル席を販売します。チケットは僅少です。

公演日 開演時間 出演団体 公　演　名 入場料

2月18日
（金） 18:30 創造集団�g-クラウド

見上げる魚と目が合うか？
「今年で5回目の参加になります。今年はどんな
g-クラウド流の作品と遭遇できるか、乞うご期待！」

2,500円

2月19日
（土） 18:00 劇団333

All you need is love
「障がいのある子もない子も、病気の親をもつ子
もそうじゃない子も・・・みんなで集まるから最
高に楽しい劇が幕を開けます。」

無料＊
要事前受付
申し込みは
下記へ

2月20日
（日） 15:00 +�new�Company

白丁花の蕾
つぼみ

「悩むのはいいこと。いけないのは、自分から逃
げること。」“夢”と“絆”がテーマの感動青春ス
トーリー。新キャストで再演。

2,800円

文化芸術創造のまち 新宿 第5回 新宿演劇祭

新宿文化
センターのみ（ ）

場新宿文化センター　小ホール　入場券 �全席自由　定 �170名
￥ �公演ごとに異なります。有料のチケットは1月5日（水）から新宿文化センター窓口にて販
売開始。�※�詳しくは、新宿文化センターウェブサイトをご確認ください

その他 �事業実施に際しては練習、リハーサルおよび本番ともに
　　　新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で実施します。

創造集団�g-クラウド + new Company劇団３３３

＊�事前受付QRコード
（劇団333の申し込み
画面に接続します）

新宿文化センター落語会
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2月6日（日）　13:30開演（13:00開場）　
￥全席自由�1,800円　※未就学児入場不可　※チケット購入方法（下段）参照

13:30 開演
2.6日

 立川談修 立川寸志
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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

1月の休館日の
お 知 ら せ

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 11 日（火）・17 日（月）・24 日（月）・31 日（月） ／ 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）


