
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。

夏の大ホールでの開催は 3 年ぶり ！
琉球音楽を愛するミュージシャンた
ちと楽しむ夏の宴。同日開催の新宿
エイサーまつりとともに、真夏の
新宿を琉球の響きで盛り上げます。 

あ の 夏 が 帰 っ て く る
めんそ～れ ♪♪

4/23土
友の会先行販売開始 !

新宿文化センター 大ホール
　16:00開演（15:15開場）

7/30日 土

新良幸人 石嶺聡子 琉　神
Lucy（長嶺ルーシー）

宮沢和史
古謝美佐子

1

            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！
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スポーツフリー指導（6月・7月）TOPICS 2面 3面 プラネタリウム 4面 フレッシュ名曲コンサート

沖縄
音楽
フェスティバ ル

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。

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
　 ※曲目は変更となる場合があります
¥ 全席指定　一般 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
　※区民割引は電話または窓口（要証明書）での販売のみです
　※友の会会員先行販売には事前に入会の申し込みが必要です（有料）
　※チケット購入方法（4面）参照
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
問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

区民割引あり
Pコード：
214-490

新宿文化
センターのみ

 　 4月23日（土）　10:00～ Web・電話 ／ 12:00～ 窓口
 　 4月27日（水）　10:00～
 　 4月30日（土）　10:00～
 　 4月30日（土）　12:00～　
  5月  1日（日）　10:00～



初級卓球教室（6月）
初心者や初級者向けの教室です。
日 6月2日・9日・16日・23日のいずれも木曜日
　〔午前クラス〕9:30～11:00　〔夜間クラス〕19:00～20:30
場新宿コズミックセンター　2階大体育室
対区内在住・在勤の高校生以上で全回参加できる方（初めての方優先）
定各12名（多数抽選）　
￥ 2,100円　※当選通知にてお支払い方法をお知らせします
申 � に記載例（3面）のほか、卓球経験を記入し、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
　※当選者にのみ、5月18日（水）までに通知します
締 5月15日（日）
持ち物 ��運動できる服装・タオル・室内履き・飲み物　など　※ラケットは各自ご持参ください
協力新宿区卓球連盟　
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

区民初心者ゲートボール教室
老若男女だれでも楽しめる「ゲートボール」。元々は若い人向け
のスポーツで、囲碁・将棋のような作戦を練る知的スポーツで
す。スティック1本で誰でも楽しめるので、高齢者にも親しまれ
ています。あなたもゲートボールを楽しみませんか？
日 �①�5月2日（月）・6日（金）・9日（月）・11日（水）・13日（金）・16日（月）・

18日（水）・20日（金）・23日（月）・25日（水）　9:30～12:00
　②5月1日・8日・15日・22日のいずれも日曜日　10:00～12:00
場①戸山公園（箱根山）いきいき広場（戸山3-2）　
　②清水川橋公園（下落合1-1）および、よつや運動広場（四谷1-1）
対区内在住・在勤・在学の方　
定各回先着10名　
￥各回�200円
申 締各開催3日前までに電話にてお申し込みください。
主催 問新宿区ゲートボール協会　田林　Tel�03-3362-1357

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。

楽しい
チームスポーツ
「ゲートボール」

新宿コズミックセンター　
スポーツフリー指導（6月・7月）
スポーツフリー指導では、指導員が技術的な疑問にお答えしたり、
参加者同士で練習や試合を行います。当面の間、事前申込制で実施いたします。
①バレーボール　6月

パス、トスからレシーブ、アタックまで、基本と応用をていねいに指導。
未経験の方もしっかりサポートしますので、安心してご参加いただけま
す。楽しく元気にいい汗を流しましょう！

②ソフトバレーボール　6月
大きくやわらかなゴムボールを使用するので、初心者にもおすすめです。
失敗しても大丈夫！基本練習のあとは、ゲームにチャレンジしてみましょう！

③バドミントン　6月～7月
基本練習やゲームを通してバドミントンを楽しみましょう。

日①②6月7日・14日・21日・28日のいずれも火曜日
　①9:30～12:00　②19:00～21:45
　③〔午前クラス〕6月1日・15日、7月6日・20日のいずれも水曜日
　　　　　　　　10:00～12:00
　　〔午後クラス〕6月10日・24日、7月8日のいずれも金曜日
　　　　　　　　16:30～18:30
　　〔夜間クラス〕6月8日・22日、7月13日・27日のいずれも水曜日
　　　　　　　　19:00～21:00
場 2階大体育室　講①②新宿区バレーボール連盟　③新宿区バドミントン連盟
対どなたでも　定①②ともに50名　③午前・夜間�60名、午後�30名　※いずれも多数抽選
￥中学生以下�100円／回、高校生以上�400円／回
申新宿未来創造財団ウェブサイトの「スポーツフリー指導」ページからご予約ください。
　※�応募多数で抽選となった場合、応募者全員に5月18日（水）までにEメールにて当落結果
をお知らせします　 WEB

締 5月15日（日）　協力①②新宿区バレーボール連盟　③新宿区バドミントン連盟
持ち物 ��運動できる服装・タオル・室内履き・飲み物　など　※③に参加される場合、ラケットと

シャトルは各自ご持参ください
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

初心者の方も
お気軽に♪

インクルーシブスポーツデー　Let's! ★くるすぽ
運動後に「気分がスッキリした」という経験はありませんか？ 運動は身体だけではなく、心
にも良い影響を与えてくれます。参加した誰もが楽しむことができ、障がいの有無に関わら
ずスポーツを楽しめる！それがインクルーシブスポーツ!!
日 �4月28日（木）～11月24日（木）の間の①第4木曜日（卓球・ウォーキングサッカー）　17:00
～18:30／19:00～20:30　②奇数月の第2土曜日（卓球・ボッチャ）　10:00～11:30

場新宿コズミックセンター　2階大体育室　講新宿区スポーツ推進委員　ほか
対障がいの有無に関わらずスポーツを楽しみたい方　定①②とも各15名程度
￥ �100円（区内在住の方は、登録時に身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを提示すれば利用料金が無料になります）　※介助者1名のみ無料

申 �開催当日、新宿コズミックセンター1階の券売機で「Let’s！★くるすぽ」のチケットをご購入
のうえ、直接ご来場ください。初回のみ、会場にて利用登録書に記入していただきます。

持ち物 ���運動ができる服装、室内用の運動靴、タオル・飲み物など
その他 ��◦介助者はおりません。

◦マスクを着用してください。
◦�各年度初回に登録用紙を記入していただきます。

問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

障がい者スポーツデー（プール）
障がいがある方にプールを楽しんでいただくことを目的とした施設開放です。
日���毎週火・木曜日（休館日・祝日を除く）　16:00～18:00（最終入場は17:30まで）
場新宿コズミックセンター　地下1階プール
対 �身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の
いずれかをお持ちの方とその介助者

￥ 100円（介助者は1名のみ無料）
　※�区内在住者は無料でご利用いただけます。プール受付にて

各手帳の住所が確認できるページをご提示ください
申 �不要。新宿コズミックセンター1階・地下1階の券売機で「障がい者スポーツデー」のチケッ
トをご購入のうえ、直接ご来場ください。

持ち物 ��水着、水泳帽、タオル、ゴーグル　など
その他 ��プールには障がい者用更衣室（車いす利用可）がございますが、混雑時は譲り合ってご

利用ください。また、プールサイドへはプール備え付けの車いすをご利用ください。
※水泳の指導員はおりません

問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

今回は都庁前を出発して、西新宿五丁目北地区再開発地区を
通り、平成つつじ公園でつつじを見学、豊島園跡から練馬春
日町駅の富士山が望めるスポット、終点の光が丘までを巡る
コース。

日 5月10日（火）　受付�8:40～9:00（解散�12:30予定）
集合新宿中央公園水の広場（西新宿2-11）　　
　　最寄駅：�都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」徒歩約1分、

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩約5分、
JRほか各線「新宿駅」徒歩約10分

解散都営地下鉄大江戸線「光が丘駅」前（練馬区光が丘3-10）
￥ �会員�無料、一般�400円
主催 問NPO法人新宿区ウオーキング協会
　　　Tel�090-3217-4109

新宿の総鎮守「花園神社」から「成覚寺」「太宗寺」「多武峯内藤
神社」と内藤新宿にゆかりの場所を巡り、玉川上水の流路に
沿って水番所跡「四谷大木戸」、国立競技場を巡るコース。内
藤新宿の歴史にふれてみませんか。

日 5月27日（金）　受付�10:00～10:15（解散�13:00予定）
集合東新宿保健センター講堂（新宿7-26-41）
　　最寄駅： 東京メトロ副都心線・都営地下鉄大江戸線
　　　　　　「東新宿駅」Ａ2出口徒歩約4分
解散信濃町希望公園（信濃町30）
　　最寄駅：JR中央・総武線「信濃町駅」徒歩約2分
主催新宿区健康部健康づくり課
協力NPO法人新宿区ウオーキング協会
問新宿区健康部健康づくり課健康づくり推進係　
　Tel�03-5273-3047　Fax�03-5273-3930

1NPO法人新宿区ウオーキング協会 第207回例会
  「大江戸線一周ウォーク　No.2」
　約12km

2レガス健康ウォーク
  「神田祭（5月9日（月）～15日（日））の
　神田明神へ」 約8km

3第2回いきいきウォーク新宿　
  「新宿御苑から新宿の発祥内藤新宿を
　巡る」 約5ｋｍ

対どなたでも　　定 �なし　
申 ��12不要。当日受付時間内に、直接集合場所へ。35月9日（月）～26日（木）の間に、電話またはFAXにて、氏名・住所・年齢・電話
番号のほか、「第2回�いきいきウォーク新宿」に参加の旨お伝えください。　※いずれも雨天決行

持ち物 �運動しやすい服装（スカート不可）・運動靴・マスク着用でお越しください。飲み物・帽子・雨具などは各自でご用意ください。
その他 各コースとも、歩行形態は約10名（3は5名）ごとの小グループの予定です。

江戸総鎮守の神田神社（神田明神）を巡るコース。神田祭は「山王
祭」、「深川祭」と並ぶ「江戸の三大祭」の一つとされていて、京都

「祇園祭」、大阪「天神祭」とともに「日本の三大祭」にも挙げられ
ている祭事です。江戸時代にタイムスリップしてみませんか？

　

日 5月18日（水）　受付�8:40～9:00（解散�12:00予定）
集合外濠公園（市ケ谷見付交番裏）
　　最寄駅： JR中央・総武線、東京メトロ有楽町線・南北線、

都営新宿線「市ケ谷駅」
解散行幸通り（千代田区丸ノ内1-2）・
　　和田倉門（千代田区皇居外苑3-1）
　　最寄駅：JR各線・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」、

東京メトロ・都営地下鉄各線「大手町駅」
￥ �会員�200円、一般�400円　�主催（公財）新宿未来創造財団
協力NPO法人新宿区ウオーキング協会
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701
　当日連絡先：NPO法人新宿区ウオーキング協会
　　　　　　　Tel�090-3217-4109

新宿中央公園水の広場（スタート）→西新宿五丁目駅→
山手通り→中野坂上駅→南長崎スポーツセンター→
新江古田駅→平成つつじ公園→豊島園駅→
練馬春日町駅→光が丘駅（ゴール）

外濠公園（スタート）→靖国神社→築土神社→
開徳稲荷神社→三宿稲荷神社・金比羅神社→神田明神→
幸徳稲荷神社→将門塚→行幸通り・和田倉門（ゴール）

東新宿保健センター（スタート）→花園神社→成覚寺→
太宗寺→玉川上水・内藤新宿分水散歩道→
多武峯内藤神社→国立競技場→
信濃町希望公園（ゴール）

健康ウォーキング情報
康歩 く り歩 健一 づ一 、

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。



中高年シニアの婚活応援スマホでお相手探し
顔写真非公開等も可能です。（個人情報厳守）
ブライダルスワン☎03-5962-7704片山

レ ガ ス パ ー ク
お問い合わせは直接各ご連絡先まで

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 6月19日（日）　10:30～12:00
場 �大久保スポーツプラザ　3階和室（大久保3-7-42）
講中野雄介
内容（予定）�
講師によるデモンストレーションと、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本立てでお送りします！
〔デモンストレーション〕
コインやお札、シェイカーを使ったカード当て　など
〔ワークショップ〕�
お札の貫通、綿棒の消失・出現、コインとペンを使った手品、
スプーン曲げ!?　など
対小学4年生以上　※小学生は保護者の申し込み・参加が必要です
定30名（多数抽選）　
￥ �1,000円（教材費�500円を含む）
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・年齢
も記入し、新宿コズミックセンターへ。� WEB

締5月18日（水）　
協力（公社）日本奇術協会
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

奇術の楽しさを
知ってみませんか？

館内設備点検および修繕のため、下記の期間は休館します。プール、体育施設ともにご利用いただけません。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
①プール：5月9日（月）～13日（金）　②プール以外：5月9日（月）～11日（水）
※�②の期間：1階事務所は9:00～17:00の営業（最終受付は16:30まで）　※5月14日（土）から全館通常開館します
問施設課�　Tel�03-3232-7701

新宿コズミックセンター
5月休館日のお知らせ

江戸川河川敷グラウンド抽選会のお知らせ
江戸川河川敷グラウンド（埼玉県三郷市市助地先）の7～9月分の抽選会を行います。
日 5月25日（水）　10:30受け付け開始　11:00抽選開始　
場新宿コズミックセンター　3階大会議室
参加資格 �18歳以上を代表者とする新宿区在住または在勤者で構成する

10名以上の団体
その他 �団体の登録方法など詳細は右記QRコードからご覧ください。
問施設課　Tel�03-3232-7701

東京ヴェルディ　小学生無料招待試合
日 5月4日（水祝）　東京ヴェルディ�vs.�ベガルタ仙台　14:00キックオフ
場 �味の素スタジアム（調布市西町376-3）　対小学生（保護者の方は一般申し込み）
定競技場収容人数に達した時点で受け付け終了　￥ �無料（小学生以外は一般料金）
申下記QRコードからお申し込みください。　 WEB　
　※�申し込み完了時に発券されるQRチケットを当日ご提示ください
　　https://onl.la/AdvLG4p
締5月3日（火祝）　問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

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～受付開始　
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

　民間等と連携した機会提供事業新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

プラネタリウムにオーロラと南極のスライドを大きく映し出し、自然の神秘や南極と宇宙
の関係をひもとく講座です。
�日 �6月5日（日）　14:00開講（13:30開場）　約80分　
場 �新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム　
講福西浩（東北大学名誉教授）　対中学生以上　�定 100名（多数抽選）　￥ �600円
申 � に記載例（下段）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。
新宿コズミックセンター窓口での申し込みも可。　 WEB

　※�当選者にのみ、5月27日（金）までにご案内を郵送します
締 5月20日（金）　

神秘のオーロラ 〜南極は宇宙に開かれた窓〜

福西浩

©秋本治・アトリエびーだま
／集英社

● 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。

QR コードから
お申し込み

 いただけます！

QR コードから
お申し込み

 いただけます！

中野雄介

©TOKYO VERDY

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

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。



公益財団法人新宿未来創造財団の公式YouTubeチャンネルです。
今よりもっと新宿が好きになる動画やお役立ち情報を発信中！
おうち時間も、パソコンやスマホで新宿をたのしもう！

QRコードを読み取ると、
YouTube「レガスちゃんねる」に
アクセスします

チャンネル登録

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

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です。
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。
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）
日 8月21日（日）　15:00開演（14:15開場）
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）
　 4月24日（日）　12:00～　　 4月27日（水）　12:00～　 5月1日（日）　�9:00～
　 5月1日（日）　10:00～　�� 5月1日（日）　12:00～�
　※チケット購入方法（右記）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

4/24日 12:00〜
友の会先行販売開始!

東京オラトリオ研究会 
ヴェルディ『レクイエム』演奏会

日 5月22日（日）　14:00開演（13:30開場）　場大ホール　指揮郡司博　曲 �ヴェルディ�「レクイエム」
申 � に記載例（3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
　※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28日（木）

新宿文化センター公演　新宿区民ご招待

50名様ご招待

●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84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

※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/
※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）

プレイガイド

ラ イ フ ア ッ プ 講 座
仏像の魅力を探る～飛鳥時代：仏教公伝と飛鳥寺の建立～

仏像の魅力を学びましょう。1回目は仏教美術の東漸を概観する、2回目は
仏教公伝について、3回目は仏教公伝から飛鳥寺建立まで、4回目は飛鳥寺
と飛鳥大仏、5回目は百済の王興寺について解説します。
日 �6月7日、7月19日、8月30日、9月6日・20日のいずれも火曜日
　10:00～11:30　全5回
場新宿文化センター　3階小ホール
講 �金子典正（京都芸術大学教授�仏教美術史・東洋美術史）
対 �どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先）
定 �150名（多数抽選）　￥ ��全5回�4,500円
申 � に記載例（3面）のとおり記入し、新宿文化センターへ。
　 WEB
締 5月10日（火）　問新宿文化センター　Tel�03-3350-1141 飛鳥大仏

昨年中止となった大好評の講座を火曜日午前中に開催！ 参加者募集

レガスガーデニングクラブ 
ボランティア随時募集中!!
都心の真ん中で、季節の彩りを一緒に楽しく育ててみませんか？ 
初心者からベテランまで、みなさん和気あいあいと楽しく活動しています。
ガーデニングの知識を自然に身に付けることができます！
�日 活動場所 ❶新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

　毎月第2水曜日　10:00～12:00（予定）
❷大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42）
　毎月第2木曜日　10:00～12:00（予定）
※�ご希望により、❶・❷のどちらかをお選び
いただけます。両方でも大歓迎！

その他 �◦❶の活動日には「ミニ講習会」も開催しています。
　　���◦❶❷とも、水やり当番があります。
申 �新宿コズミックセンター1階窓口にて申込書に記入していただきます。
問施設課　Tel�03-3232-7701

ピックアップP ick Up

区民割引あり Pコード：
215-462

新宿文化
センターのみ（ ）

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

5月の休館日の
お 知 ら せ

新宿コズミックセンター 9 日（月）～ 11 日（水）（プールは 13 日（金）まで）／ 大久保スポーツプラザ 16 日（月）／ 四谷スポーツスクエア 9 日（月）／ 新宿文化センター 10 日（火）／ 
新宿歴史博物館 9 日（月）・23 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 2 日（月）・9 日（月）・16 日（月）・23 日（月）・30 日（月）／ 
漱石山房記念館 2 日（月）・9 日（月）・16 日（月）・23 日（月）・30 日（月）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 9 日（月） 〈北新宿・戸山〉 23 日（月）

勤務地 新宿区内の小学校放課後子どもひろば（場所は応相談）
勤務時間平日の放課後（おおむね14:00頃）～19:10（学校休業日は7:50～）
　��　　1日／2時間～OK　※勤務曜日は原則固定（土日・祝日休み）
対子どもと接することが好きな方（資格・経験不問）　
�時給 1,112円（業務調整手当を含む）　※研修時1,041円　�待遇交通費支給（上限�2,750円／日）
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。
　※勤務開始日・曜日・時間等応相談（採用前研修あり、2日程度）
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122（平日9:00～17:00）
　※�より詳しい内容は、電話または右記QRコードのリンク先をご確認ください

☆未経験でも「子どもが好き」という気持ちがあればOK☆

子どもたちが安心して放課後の時間を過ごせるよう、学校内の活動室（教室）や
校庭・体育館等で安全管理や遊びのサポートをする仕事です。学生からシニア
まで幅広い年齢層の方が活躍しています。

1,112円時 給週1日からOK！

スタッフ募集スタッフ募集!!!!課後  　どもひろば放 子

【スタッフ募集】
放課後子どもひろば

スタッフ


