
　

レガス新宿（子ども支援課）
LINE公式アカウントを

開設しました ！

日 �6月3日・10日・17日・24日、7月1日のいずれも金曜日
　17:00～18:00　全5回
場新宿コズミックセンター　3階大会議室
講水間俊文八段
対小学1～6年生（入門から9・13路で対局できる初心者まで）
定 20名（多数抽選／区内在住・在学者優先）
￥全5回�3,600円　
締 5月6日（金）　協力（公財）日本棋院

お
申し

込みはコチラ

　レガス囲碁クラブ　レガス将棋クラブ1 2

レガスレガス

参加者募集参加者募集!!
子ども向けプログラム子ども向けプログラム

子ども向けの楽しいクラブ、人気の講座をご紹介します！

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
定各コース20名（多数抽選／区内在住・在学者優先）
￥全18回�10,900円　締 5月10日（火）
協力（公社）日本将棋連盟

＊�詳しい日程は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは新宿コズミックセンターで配布のチラシをご覧ください

Aはじめての将棋･･･初心者
ゼロから始める小学生の将棋クラブ。
駒の動かし方など、基礎から習うことができます。
日 �6月7日～12月6日の火曜日　16:10～17:00　全18回＊

Bレベルアップ将棋･･･経験者
経験者を対象にしたクラブです。詰め将棋や戦法など、
発展的な内容まで学べます。
日 �6月7日～12月6日の火曜日　17:20～18:10　全18回＊

AB共通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベント等が中止・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。

① 7 路盤 　入門者・まったく初めての方
② 9 路盤 　石を取れる方。26～30級くらい
③ 13 路盤 　陣地と終わり方がわかる方。21～25級くらい

棋力表お
申し

込みはコチラ

日 �5月25日～12月21日の水曜日　16:30～17:15　全22回＊

場新宿コズミックセンター　地下1階小体育室　ほか
講鈴木慶子（駿河台大学スポーツ科学部講師）
対小学1・2年生
定 25名（多数抽選／区内在住・在学者優先）
￥全22回�13,300円　
締 4月25日（月）

日 �5月16日～11月28日の月曜日　17:00～18:00　全16回＊
場新宿コズミックセンター　2階大体育室
講水田裕樹、梅原寛樹　対小学3～6年生
定 30名（多数抽選／区内在住・在学者優先）
￥全16回�9,700円　
協力（一社）Stealers�Lacrosse�Club
締 4月20日（水）
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お
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ルールの基礎から楽しく学べる初心者向けの囲碁クラブです。
短期集中で、囲碁を通して「考える力」を身につけよう ！

友
だち

追加はコチラ

3 　小学生スポーツ教室
いろいろなスポーツにチャレンジ
してみよう ！ 運動が苦手な児童
も大丈夫 ！ 楽しく体を動かすきっ
かけづくりをします。

1  〜 4  
申込方法・問い合わせ

�申 �各QRコードからお申し込みいただけます。または、 に記載例（2面）のほか、2レガス囲碁クラブに応募する方
は棋力（表から①②③のいずれかを選択）またはお持ちであれば「級」を記入し、新宿コズミックセンターへ。���� WEB

４ 　レガスラクロスクラブ
初心者歓迎 ！ 話題のラクロスを
体験するチャンスです !! 
日本代表経験のある講師がクロス
の持ち方からていねいに指導して
くれるので未経験でも安心です。

道具は
無料で

貸し出し

問子ども支援課　Tel�03-3232-5122
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発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和4年4月5日 第269号　次号は4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
レガス子ども向けプログラムTOPICS 1〜2面 古文書講座『江戸名所花暦』を読む3面 新宿コズミックセンター ロビーコンサート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。

54www.regasu-shinjuku.or.jp

 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。

子ども向けのクラブや講座、イベントの
最新情報をお伝えします ！

 このほかの〔子ども向けプログラム〕は、2面を見てね ！

www.saikimonogakuin.co.jp/
mailto:infom@LLCmail.jwu.ac.jp


〒169-0073  東京都新宿区百人町2-21-1
TEL 0120-556-847  FAX 03-3361-4460
電子メール k-info@koueisha.co.jp 

　 、
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2022年 4月29日 金

墓じまいと屋内墓
お 話

午後2時～3時

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 席の予約はお電話で

●●●●●●●●●●●●お葬式勉強会お葬式勉強会

話 題

（株）はせがわ 担当者

状況により開催中止することもあります

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
。

※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）

Aコース（初心者向け）
優しく、ていねいな指導で初めてでも楽しみながら踊れるようになります！
運動が苦手でも大丈夫！
日���5月26日～10月27日の木曜日　16:40～17:30　全16回＊　対小学2～4年生のダンス初心者
※�昨年までの「レガスダンスクラブ」受講者は、Bコースをお勧めします
Bコース（経験者・高学年向け）
ダンスがうまくなりたい子あつまれ！基本のステップは
もちろん、レベルアップした動きにも挑戦します。
日���5月26日～10月27日の木曜日　17:40～18:30　全16回＊

対小学3・4年生のダンス経験者、小学5・6年生
※�小学3・4年生のダンス未経験者は、Aコースをお勧めします
　（小学5・6年生は初心者から参加できます）

AB共通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
場新宿コズミックセンター　2階多目的室　講MIZUKI　
定各コース25名（多数抽選／区内在住・在学者優先）　￥各コース全16回�9,700円　
締 4月25日（月）　協力NPO法人ダンスインストラクター協会

子どもK ids 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。

初心者弓道教室　参加者募集
日本の伝統武道である「弓道」は、心と技から成り立ちます。技に従い、道に進むと
いわれるように、まずは正しい技術の習得から始めてみませんか？
日���5月17日（火）・19日（木）・21日（土）・24日（火）・26日（木）・28日（土）
　19:00〜21:00　全6回
場新宿コズミックセンター　1階弓道場　
対 �区内在住・在勤・在学の高校生以上で運動する体力のある
　健康な方
定 20名（多数抽選）
￥全6回�3,100円　※支払い方法は当選通知にてお知らせします
申 � に記載例（下段）のほか、区内在勤・在学の方は勤務先
（学校）名・所在地を記入し、新宿コズミックセンターへ。新宿コ
ズミックセンター窓口での申し込みも可。　 WEB

　※�応募多数の場合は抽選を行い、当選者にのみ、4月25日（月）ま
でに通知を発送いたします

締 4月20日（水）　協力新宿区弓道連盟　
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

スポーツS por t s 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。

都立新宿山吹高等学校体育施設等の利用登録
学校の活動時間外に、体育施設などをスポーツや生涯学習活動の場として利用できます。
①屋内プール
　対個人利用　￥利用登録料として、一般�2,000円、中学生以下�500円
②大・小体育室、ルーフグラウンド（テニスコート）、クラブハウス
　対団体利用・10名以上　￥使用電気代をご負担いただきます。
　利用方法 �登録後、利用抽選会にご参加いただきます。初回抽選会（4月〜6月分）は、

4月19日（火）18:30〜、都立新宿山吹高等学校クラブハウスで行います。

申新宿コズミックセンター1階窓口にて受け付けます。　その他登録時に必要なものなど、詳しくは新
宿未来創造財団ウェブサイト（上記QRコード）をご確認ください。　問施設課　Tel�03-3232-7701

スペシャルアドバイザー
宇佐美彰朗

★�今年度は6月〜11月の期間で教室を開催します。
★コーチが新メンバーになります。
オリンピック3大会連続出場のマラソンランナー、宇佐美彰朗さん
をスペシャルアドバイザーに、陸上競技に現役でチャレンジしている
コーチたちが、子どもたちのチカラを芽吹かせます。

小学生陸上教室
ここが

新しくなった！

　小学生陸上教室8

　レガスダンスクラブ5
子ども向けプログラム子ども向けプログラム

放課後の図工室へようこそ！
いろいろなものづくりに挑戦してみよう。
日���6月1日～12月7日の水曜日　16:00～17:30　全14回＊

場CCAAアートプラザ　図工室（四谷4-20�四谷ひろば内）
講鈴石弘之　対小学1～6年生　
定 20名（多数抽選／区内在住・在学者優先）　
￥全14回�13,400円（材料費込み）　
締 5月6日（金）　
協力NPO法人市民の芸術活動推進委員会�
　　CCAAアートプラザ

　レガスアートクラブ6
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詳し
くはコチラ

毎年人気の小学生陸上教室は、2022年からリニューアルス
タートします。9月の新宿区民陸上競技大会と1月の新宿シティ
ハーフマラソンの出場を目標の一つとして実施します。
日 �6月7日～11月29日の火曜日（夏休み等を除く）　全20回＊

　〔低学年クラス〕小学1～3年生　16:30～17:30
　〔高学年クラス〕小学4～6年生　17:40～18:40
場新宿コズミックセンター　2階大体育室　
対区内在住・在学の小学生　
定各クラス30名（多数抽選）
￥全20回�10,100円
　※初回までに要入金、欠席等による途中返金なし
その他 ���新宿区民陸上競技大会、新宿シティハーフマラソンへの出場は

別途申し込みが必要です
締 5月20日（金）　協力新宿区陸上競技協会

�申 �いずれも各QRコードからお申し込みいただけます。または、5 ～ 7 は に、8 は に記載例（下段）のほか、5・ 7 に応募する方はそれぞれコースを、
8 に応募する方はクラス（「低学年」か「高学年」）・学校名・学年・Eメールアドレスを記入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB　

　※ 8 応募多数で抽選となった場合、当選者にのみ、5月25日（水）までにEメールでご案内します
問 5 ～ 7 子ども支援課　Tel�03-3232-5122　 8 スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

＊詳しい日程は、新宿未来創造財団ウェブサイトまたは新宿コズミックセンターで配布のチラシをご覧ください

初心者大歓迎！指導経験豊富な人気コーチがフットサルをていねいに指導します。
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を育てます。
場新宿コズミックセンター　2階大体育室　
￥各コース全23回�13,900円
　※希望者のみ別途Tシャツ代（2,420円）
締 4月26日（火）　
協力（一社）新宿区サッカー協会
コース 日　程 時　間 対　象 定　員

A 5月20日～
11月25日の
金曜日
全23回＊

16:20～17:20 小学1・2年生（初心者） 各コース24名
（多数抽選／

区内在住・在学者優先）
B 17:25～18:30 小学2年生（経験者）・3年生
C 18:35～19:45 小学4～6年生

※�令和3年度の「レガスフットサルクラブ」に参加した新2年生は、Bコースをお勧めします

　レガスフットサルクラブ7

お
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成年年齢引き下げによる
新宿区立スポーツ施設等の登録年齢の変更
成年年齢が18歳へ引き下げられることを受け、令和4年度以降の屋外、屋内スポーツ施設利用・学
校施設開放では、代表者等の年齢要件を「登録時18歳以上の方」とします。登録に必要な書類等詳し
くは、お問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　 　問施設課　Tel 03-3232-7701

心を磨き
技を鍛える

5  〜 8
申込方法・
問い合わせ

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。



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）

「岩田ガラス新収蔵品展」

「松本竣介と落合、そして池袋モンパルナス」 

林芙美子　花への思い

『江戸名所花暦』を読む

佐伯祐三　収蔵作品公開

メモ帳「しょうどうたくん」登場！

新宿区弁天町に住んでいた岩田藤七、久利の親子は日本の
ガラス芸術界のパイオニアです。令和元年度に収蔵品と
なった岩田藤七、久利、久利の妻糸子、娘ルリのガラス作品
など岩田家三代の作品約80点を当館初公開します。
会期 �4月16日（土）～5月29日（日）　
時間 9:30～17:30（入館は17:00まで）
休館日 �4月11日（月）・25日（月）、
　　　5月9日（月）・23日（月）
場地下1階
　企画展示室

今年は新宿ゆかりの画家・松本竣介（1912-1948）の生誕110年の記念年にあたりま
す。松本竣介の生活と制作の拠点であった落合と画家仲間の暮らしていた池袋モンパ
ルナス、この2つの街で生まれた作品についてお話しいただきます。
日 �5月7日（土）　14:00～15:30（受付は13:30～）
場 2階講堂　講弘中智子（板橋区立美術館学芸員）
定 60名（多数抽選）　￥ 500円
申 � に記載例（2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4月22日（金）

4月、林芙美子記念館の庭園は花の見ごろを迎えます。
芙美子と夫で画家の緑

りょく

敏
びん

は、庭の草花を慈しみながら
手入れをしていました。アトリエ展示室では、二人が
描いた絵画を中心に展示します。庭園の草花と合わせ
てご覧ください。
期間開催中～5月31日（火）
休館日 �月曜日（祝休日の場合は翌平日）
開館時間 �10:00～16:30（入館は16:00まで）
場アトリエ展示室　入館料 �一般�150円、小中学生�50円

テキストは3年前に引き続き、花の名所を紹介する江戸時代のガ
イドブック『江戸名所花暦』です。長

は

谷
せ

川
がわ

雪
せっ

旦
たん

の挿絵に描かれた四
季折々の江戸の景勝を楽しみながら、くずし字に親しみましょう。
※巻3の冒頭部分から読み始める予定です
日 �5月14日・21日、6月4日・11日・18日のいずれも土曜日　
　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　講龍澤潤（東洋大学講師）　定 60名（多数抽選）　￥全5回�2,500円
申 � に記載例（2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4月26日（火）

新宿区所蔵の佐伯祐三作品・油彩画「下落合風景（テニス）」、
「鯖」、デッサン「リンゴ」や「自画像」などを公開します。
日 �展示中～6月30日（木）　9:30～17:30（入館は17:00まで）　
場常設展示室特設コーナー　
￥常設展観覧料　一般�300円　小中学生�100円

公式YouTubeチャンネル「レガスちゃんねる」の新宿歴史博物館動画で
おなじみの「しょうどうたくん」が、かわいいメモ帳になりました。
「しょうどうたくん」は、新宿区指定有形文化財（考古資料）の「小

しょう

銅
どう

鐸
たく

」か
らイメージしたキャラクターです。ご来館の記念やお土産にも。
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、
　　　　中村彝

つね

アトリエ記念館（下落合3-5-7）
￥ 300円

▲イワタルリデザイン
ガラス器

　令和4年度 所蔵資料展 　古文書講座 初級コース

　常設展特設コーナー展示替え

　松本竣介生誕 110 年記念講演会

　ミュージアムショップ

絵手紙講座 
カラー画仙紙に描く「わたしの好きなもの」

写真撮影と写生日

新緑の林芙美子記念館で、カラー画仙紙に「わたしの好きなもの」を描
きませんか。お気に入りのモチーフの写真をお持ちください。経験者・
初心者問わず、お気軽にご参加いただけます。画材をお持ちでない方
にはお貸し出しします。
日5月16日（月・休館日）　10:00～13:00　
講西村正代（日本絵手紙協会公認講師）　定 20名（多数抽選）
￥ 500円（材料費込み）　※受講者は入館無料
申 � に記載例（2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4月28日（木）

絵手紙講座当日は、一日を通して、講座受講者以外の方
も、写生や写真撮影を心ゆくまでお楽しみいただけます。
※水彩色鉛筆を貸し出します（数には限りがあります）
日 5月16日（月・休館日）
開館時間 �10:00～15:30（入館は15:00まで）
入館料 �一般�150円、小中学生�50円　
�申 �不要。当日直接、記念館にお越しください。　※休館日に開館して開催します

▲岩田藤七
ガラスオブジェ「鳥」

『江戸名所花暦』
▲岩田糸子

ガラス壁掛け

▲岩田久利
ガラス花器「金茶硝子大壺」

▲庭に咲くニリンソウ

▲林芙美子画「桜草」

参考作品

弘中智子

新緑の林芙美子記念館

「ライフマスク・どうやって作ったの」

「若き漱石の漢詩―青春の光と影―」 ふみのしおり朗読会「思わずにっこりほっこりするお話」

アトリエ展示室には佐伯祐三のライフマスク（複製）が展示されています。
いったいどうやってこれを作ったのでしょうか。イラストで紹介します。
期間展示中～6月30日（木）　休館日 �月曜日（祝休日の場合は翌平日）
開館時間 10:00～16:00（5月からは16:30まで）
場ミニギャラリー　問新宿歴史博物館　Tel�03-3359-2131

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。

2年に及ぶコロナ禍にあって、聴くとちょっと明るく元気になるお話を集めました。
太宰治「黄金風景」、菊池寛「マスク」、宮沢賢治「やまなし」ほか、全9作品を朗読します。
日 4月23日（土）　14:00～15:30（13:30開場）　場地下1階講座室
朗読ふみのしおり（新宿歴史博物館ボランティア朗読の会）
定 50名（先着順）　�申 �不要。当日直接、会場へ。
※このイベントは、2月19日（土）に「ひなまつり朗読会」として開催予定だったものです

　ミニギャラリー展示替え

　文学連続講座 　朗読会

回 日にち 時　間 テーマ
第1回 5月7日（土） 14:00～16:00

（受付は13:30～）
「漢詩創作の始まり」

第2回 5月14日（土） 「子規との友情」

所蔵資料展　漱石のミチクサ―『道草』草稿を中心に―
漱石山房記念館が所蔵する夏目漱石の小説『道草』の草稿と掲載された新聞、初版本の文
章を比較して小説が生み出される過程を見ていきます。漱石の頭の中をちょっと覗いた
気持ちになれる展示です。併せて令和3年度の新収蔵品も展示します。
会期 �4月14日（木）～7月3日（日）　
時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休館日 �月曜日
場 2階資料展示室　
￥一般�300円、小中学生�100円

　《通常展》テーマ展示

「道草」草稿

夏目漱石 漢詩扇面軸

場地下1階講座室
講黒田眞美子（元法政大学教授）
定 50名（多数抽選）　￥全2回�1,500円　※単回受講可、欠席時の返金なし
申 � に記載例（2面）のほか、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 �4月25日（月）　※この講座は、2月5日（土）・12日（土）に開催予定だったもの
です（時間・料金が変更されています）

「下落合風景（テニス）」
新宿区（落合第一小学校）蔵

ウェブサイトで
「展示の見どころ」
を紹介

で検索 ！新宿歴史博物館

好評発売中

3

展示替えのため、
4月12日（火）・13日（水）は休館します。

臨時休館のお知らせ

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・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　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）

林芙美子記念館 （中井 2-20-1） 問新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131  Fax 03-3359-5036

佐伯祐三アトリエ記念館（中落合 2-4-21）

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/



●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）
●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

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。

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  

※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

レ ガ ス パ ー ク
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

楽しくピアノを学びませんか？無料体験募集
初心者・大人の方歓迎♪親切丁寧に教えます
内山ピアノ教室03-3952-6225目白大学そば

クラシックバレエモダンダンスメンバー募集
余分な力を抜き中心軸背面を重視するクラス
毎週日曜14～16時￥3,000 四谷ひろば
ボディカルチュア080-5459-0668年齢不問

☆立花眞理ピアノ教室☆市谷加賀町2丁目
安全安心の個人指導♪水木金他ご対応
幼児～一般/専門レヴェル迄☎09038131302

新宿区吹奏楽団　第33回定期演奏会
4月10日（日）  13時30分より開演
新宿文化センター　大ホール　入場無料
問合せ：shinjuku-unei@googlegroups.com
https://shinjuku.doremi.jp/
結婚への近道は、お人柄と価値観で探す事！
出会いからご成婚まで丁寧にサポートします
顔写真非公開等の方法でも検索申込できます
ブライダルスワン☎03-5962-7704片山

速報！
沖縄音楽フェスティバル

めんそ～れ、沖縄音楽フェス！「新宿エイサーまつり」とともに2005年からスタートした「沖縄音
楽フェスティバル」。心の奥に響きわたる琉球音楽が、真夏の新宿に帰ってきます！ 
チケット販売等の詳細は、新宿文化センターウェブサイトおよび4月20日号にてお知らせします。
出  古謝美佐子、宮沢和史、新良幸人、石嶺聡子、Lucy（長嶺ルーシー）、琉神、佐原一哉（構成・演出）
曲「童神」「島唄」「花」「安里屋ユンタ」　ほか（予定）
￥  全席指定 4,000円、区民割引 3,800円、友の会割引 3,500円　※未就学児入場不可
共催新宿区　
後援新宿エイサーまつり大会委員会、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー

古謝美佐子

立川談修

宮沢和史

三遊亭萬橘

新良幸人

春風亭柳枝

石嶺聡子

桂宮治

Lucy（長嶺ルーシー） 琉神

フレッシュ名曲コンサート
ライトクラシック・サマーコンサート

15:00 開演
8.21日

16:00 開演
7.30 土

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。
大人も子どもも楽しめるクラシックコンサートをお届けします。
チケット販売等の詳細は、新宿文化センターウェブサイトおよび
4月20号にてお知らせします。
出大井剛史（指揮）、木口雄人（ピアノ）、尾島紫穂（ピアノ）
　東京フィルハーモニー交響楽団、立川こはる（語り）
曲  J.ウィリアムズ  「スターウォーズメイン・テーマ」、

ガーシュイン  「ラプソディ・イン・ブルー」、
　サン=サーンス 「動物の謝肉祭」　ほか
￥  全席指定　※4歳未満入場不可

一般 3,500円（区民割引・友の会割引 3,300円） 
子ども（小学生以下） 1,000円（区民割引・友の会割引 800円）

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

4/24 日 12:00 〜
友の会先行販売開始 !

   4/23土
友の会先行販売開始 !

4/8 金
 チケット販売開始！新宿文化センター落語会

1周年記念特別企画～真打四派競演～

潤いのクラリネット

2021年にスタートした落語シリーズ公演、新宿文化センター落語会。
今回は1周年を記念して、令和の落語界を牽引する人気真打が集うス
ペシャル企画！
出  立川談修（落語立川流）、三遊亭萬橘（五代目圓楽一門）
　春風亭柳枝（落語協会）、桂宮治（落語芸術協会）
日  6月5日（日）　13:30開演（13:00開場）
￥  全席自由　2,800円（お一人様4枚まで）　※未就学児入場不可
　 4月8日（金）　10:00～　 4月8日（金）　15:00～

※ 残券がある場合のみ、4月15日（金）12：00～窓口でも販売します
（窓口販売する場合は、新宿文化センターウェブサイトにてお知ら
せしますので、必ずご確認のうえご来館ください）

　※チケット購入方法（下段）参照

約2年ぶりにロビーコンサートを再開します。
再開第1弾は、クラシック仕込みの技術にアグレッシブな即興演奏
でも活躍中のクラリネット奏者、西村薫が登場。
暖かい春に、楽しいコンサートお届けします。
出  西村薫（クラリネット）、井澤久美子（ピアノ）
日  4月24日（日）　12:00開演（約30分）
場新宿コズミックセンター　1階ロビー　定いす席　50席程度
申  不要。当日直接、会場へ。　
　※入館の際は、検温・手指消毒のうえ、「来館者カード」へのご記入をお願いします
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

13:30 開演
6.5 日

新宿フィルハーモニー管弦楽団　
第85回 定期演奏会
日5月8日（日）　14:00開演（13:15開場）　場大ホール　指揮長田雅人
曲  ブラームス／交響曲第3番へ長調、ヨハン・シュトラウス／ 「こうもり」序曲　ほか
申  に記載例（2面）のほか、公演名と日時、希望人数（2名まで／多数抽選）を記入

し、新宿文化センターへ。　※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 4月15日（金）

新宿文化センター公演　新宿区民ご招待

100名様
ご招待

第44回 わんぱく相撲新宿区大会
勝っても負けても、みんなで楽しく身体を動かそう！
高学年の部で優勝すると、都大会に進むチャンスもあります。
日  5月14日（土）　9:30～受け付け開始
場新宿コズミックセンター　2階大体育室　ほか
対区内在住・在学の小学生　定 500名　参加料  無料
申  専用フォームからお申し込みください。
　 https://forms.gle/fWyV9njy8cgkqBhG9
締5月6日（金）
その他  保護者同伴の場合のみ、大会当日の申し込みも可。その場合、所定の申込書に必要事項を記入

のうえ、直接、新宿コズミックセンターにお持ちください。
　　　※申込書は4月中旬に新宿区立小学校に配布のほか、新宿コズミックセンターにも設置
共催わんぱく相撲新宿区大会実行委員会、新宿区立小学校PTA連合会、（公財）新宿未来創造財団
協力（公社）東京青年会議所新宿区委員会
問わんぱく相撲新宿区大会実行委員会　 wanpaku.shinjuku.2022@gmail.com

ロビーコンサート新宿コズミックセンター

　民間等と連携した機会提供事業

QR コードから
お申し込み

 いただけます！

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。

©秋本治・アトリエびーだま
／集英社

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★
バリアフリー「わくわくプラネタリウム」
春の夜空に輝く「うしかい座」の物語とこれからやってくる春の
星空を紹介します。そして、全天周で世界の七不思議を落語でお
なじみのご隠居さんと八っつぁんでお送りします。

日  5月8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。
問  スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

★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。

ⒸEvans&Sutherland

HearingLoopMark

西村薫

2年ぶりに
再開!! 

速報！

木口雄人
©Andrej Grilc

立川こはる
©森モーリー鷹博

尾島紫穂
©Andrej Grilc

大井剛史
©K.Miura
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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

4月の休館日の
お 知 ら せ

新宿コズミックセンター 11日（月）／ 大久保スポーツプラザ 18 日（月）／ 四谷スポーツスクエア 11日（月）／ 新宿文化センター 12 日（火）／ 新宿歴史博物館 11日（月）・25 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（月）・18 日（月）・25 日（月）／ 漱石山房記念館 11日（月）・12 日（火）・13 日（水）・18 日（月）・25 日（月）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 11日（月） 

〈北新宿・戸山〉 25 日（月）


