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東京フィルハーモニー交響楽団 ©上野隆文
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（管弦楽）、立川こはる（語り）
曲ガーシュウィン 「ラプソディ・イン・ブルー」、サン=サーンス 「動物の謝肉祭」、ジョン・ウィリアムズ 「スターウォーズ」より帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ）、メイン・タイトル　ほか
¥ 全席指定
　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歳未満入場不可
　※車いす席をご希望の方は、新宿文化センター窓口またはお電話でお申し込みください
　※区民割引は電話または窓口（要証明書）での販売のみです
　※友の会会員割引は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（公財）東京都歴史文化財団 東京文化会館　企画・協力 東京オーケストラ事業協同組合
問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141　https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/
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フレッシュ名曲コンサート

ラプソディ・イン・ブルーラプソディ・イン・ブルー
ガーシュウィンガーシュウィン

動物の謝肉祭動物の謝肉祭
サン＝サーンスサン＝サーンスブルー・タンゴブルー・タンゴ

アンダーソンアンダーソン
タイプライタータイプライター
アンダーソンアンダーソン

ex).......
The Typewriter
Leroy Anderson

舞踏会の美女舞踏会の美女
アンダーソンアンダーソン

オリンピック・ファンファーレオリンピック・ファンファーレ
ジョン・ウィリアムズジョン・ウィリアムズ

「スターウォーズ」より「スターウォーズ」より
帝国のマーチ帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ）（ダース・ベイダーのテーマ）

メイン・タイトルメイン・タイトル
ジョン・ウィリアムズジョン・ウィリアムズ

15:00開演（14:15開場）
新宿文化センター　大ホール

8月21日（日）真夏に楽しむ大迫力のオーケストラ・サウンド !!
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。

区民割引あり

www.regasu-shinjuku.or.jp

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和4年6月5日 第273号　次号は6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
ライフアップ講座「昭和歌謡講座」3面 ワンコインコンサート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。

56

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。

ありがとうを伝えよう －フラワーメダルとコサージュ－TOPICS 2面

Pコード：
215-462

新宿文化
センターのみ

ライトクラシック・サマーコンサート



林芙美子記念館 （中井 2-20-1）

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

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

☆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

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

レ ガ ス パ ー ク

所蔵：東京おもちゃ美術館

「ダッコちゃんと子どもたち」昭和36年（1961）

漱石山房記念館 （早稲田南町 7）

小さきもの＊可愛いもの

ありがとうを伝えよう
―フラワーメダルとコサージュ―

林芙美子コレクションの中には、多くの
人形が含まれています。旅好きの芙美子
が、日本国内はもとより海外で求めた郷
土玩具や人形が目を引きます。旅情気分
を味わえたり、思わず笑顔になってしま
うような可愛い人形を展示します。
期間開催中～8月30日（火）
休館日  月曜日（祝休日の場合は翌平日）
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
問新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

アーティフィシャルフラワーを用いたフラワーメダル
とコサージュの2つを作ります。「ありがとう」の気持ち
を添えて、お世話になっている方へのプレゼントにいか
がでしょうか。
※サイズ：メダル部分直径約10cm、コサージュ約7cm
日 7月30日（土）　10:00～11:30　場  2階講堂
講  古川友紀（（株）東京堂）　対  小学生以上（小学3年生以下は要保護者同伴）
定  30名（多数抽選／小中学生優先）　￥  1,000円（材料費込み）
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
　※ 小学4年生以上の小中学生のみでご参加の場合は、緊急時連絡先（保護者

の携帯電話番号等）を持参、またはお申し込み時にお書き添えください
締 7月14日（木）　協力（株）東京堂

人形を愛でる芙美子

夏休みのステキな作品づくりにも！

　（株）東京堂×新宿歴史博物館 協働講座

　アトリエ展示室展示替え

誰しも、子ども時代に夢中になった遊びやおもちゃがあります。それらには、時代の雰囲気や価値観が縮図の
ように表されています。懐かしい遊びやおもちゃの展示を通じて、心の底にある子ども時代の記憶を思い出
してみませんか。

郷土玩具とは、日本各地の風土から生
まれ、古くから親しまれてきた庶民的
なおもちゃです。東京おもちゃ美術館
の所蔵品の中から、「祈り」をテーマにし
た様々な郷土玩具を展示しています。

駄菓子屋は、昭和40年代頃まで
は町中によく見られましたが、
子どもをめぐる社会環境の変化
にしたがい姿を消しつつあり
ます。駄菓子屋で売られていた
様々なおもちゃを、当時の雰囲
気を再現し展示しています。

会期 6月11日（土）～8月28日（日）
休館日  6月13日・27日、7月11日・25日、8月8日・22日の
　　　いずれも月曜日
時間 9:30～17:30（入館は17:00まで）　場  地下1階企画展示室

記憶の底にある宝物
令和４年度 所蔵資料展

子ども時代の
遊びとおもちゃ

展示室では、豊富な資料のほか、
おもちゃが動いている様子を撮った動画も公開しています。

国産のおもちゃの映写機。ハ
ンドルを回すとフィルムのコ
マが回転し、内部の電球が光
源となって活動写真（動画）が
投影されます。

上のだるまが倒れないように、
下のコマを素早くハンマーで打
ち飛ばしていく遊び。

　夏休み子ども講座

　九日会

親子で楽しむ読書感想文

夏目漱石の英語事情

親子で対話をしながら、楽しく読書感想文に取り組んでみましょう。
『親子の対話ですいすい書ける！はじめての読書感想文』（子どもの未来社）
の著者から、簡単に書けるコツをお伝えします！
日 7月28日（木）　10:30～12:00（受付は10:15～）　場  地下1階講座室
講  藤田利江（全国学校図書館協議会 学校図書館スーパーバイザー、NPO法人学校図書館実践活動研究会理事）
対小学1～2年生とその保護者の2名1組　定  15組（多数抽選）　￥  500円
申  に記載例（3面）のとおり記入し、漱石山房記念館へ（1通につき2名1組のみ）。　 WEB

※ 保護者の方とお子様の対話形式で進行しますので、必ずお子様1名に対して保護者1名の参加をお願いします
　 ※当選後に欠席される場合は、必ず問い合わせ先にご連絡ください
締 7月12日（火）
持ち物  感想文を書きたい本、筆記用具、水分補給用の飲み物

※ 保護者の方も事前に同じ本を読んでご参加ください。長文の本を選ばれると、時間内に終わりません

夏目漱石の月命日（9日）に、門下生たちが漱石を偲んで
集まった「九

こ こ の か か い

日会」にちなむ講演会です。漱石と同じく、
イギリス留学の経験があり、英文詩が専門の阿

あ

部
べ

公
まさ

彦
ひこ

氏
に、漱石の英語・英文学について講演していただきます。
日 7月9日（土）　14:00～16:00（受付は13:30～）
場  地下1階講座室
講  阿部公彦（東京大学大学院人文社会系研究科教授）
内容「夏目漱石の英語事情」
定  50名（多数抽選）
主催新宿区、（公財）新宿未来創造財団
申  に記載例（3面）の❶～❹を記入し、漱石山房記念館へ（1通につき1名のみ）。
　 ※当選後に欠席される場合は、必ず問い合わせ先にご連絡ください
締 6月27日（月）
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します。
　　　あらかじめ、ご了承ください。

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

阿部公彦

夏目漱石「思ひ出す事など」を読む
夏目漱石「思ひ出す事など」は、漱石が生死をさまよった「修善寺の大患」の回想を中心とした
随筆です。「思ひ出す事など」をていねいに読み解いていきます。
※本講座は令和3年度に開催予定だったものです（講演時間・料金が変更されています）
日7月3日・10日のいずれも日曜日　14:00～16:00（受付は13:30～）　全2回
場地下1階講座室　講松下浩幸（明治大学教授）
内容前編（3日）  「『前半』を読む－漱石の吐血－」
　　後編（10日）「『後半』を読む－漱石の恢

かい

復
ふく

－」
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（3面）のとおり記入し、

漱石山房記念館へ（1通につき1名のみ）。　　
WEB

　※ 当選後に欠席される場合は、必ず問い合わ
せ先にご連絡ください 

締6月22日（水）

　文学講座

「思ひ出す事など」
（『東京朝日新聞』明治43年10月29日）

参考作品

活動写真機
（昭和初期）

 だるま落とし

郷土玩具

駄菓子屋

土人形

臨時休館のお知らせ 展示替えのため、7月5日（火）・6日（水）は休館します。

間もなく開催 !

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

記憶の底にある
宝物をお楽しみ
ください。

子ども時代の遊びとおもちゃ

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。

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）

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。
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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）

2022年6月25日
在宅医療と訪問看護

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

宮田 乃有さん
医療法人社団恵仁会
なごみ訪問看護ステーション

お 話

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

土

撮影 : 合田昌史

ロビーコンサート新宿コズミックセンター

クラシックの技術にジャズやポップスなど多彩なジャンルで活躍中の2人のコンサート。
ガーシュウィン「ラプソディー・イン・ブルー」などのおなじみの名曲も、ポップにお届け
します。
出�河田理奈（ピアノ・作曲）、川島亜子（サクソフォーン）
日 �6月22日（水）　12:00開演　※約30分
場 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

Piano & Saxophone  Pop Step Music!

河田理奈
©︎Ayane Shindo

川島亜子

「第5回 新宿演劇祭」参加団体募集
新宿区内を活動拠点とする演劇団体を募集します。
演劇王国「新宿」の進化を、リアル・タイムでつくりましょう。
対次の①〜⑩の参加条件を満たす団体
　①主に新宿区内で活動していること　②下見および説明会に参加可能な団体であること
　③当日の運営や他の出演団体への協力ができること　④参加決定後、必ず上演できること
　⑤公序良俗に反する内容、政治・宗教活動に関係する公演を行わないこと
　⑥他の出演団体の作品を観劇し講評を行うこと
　⑦脚本使用料、音楽著作権使用料等を団体で負担できること
　　※既成の台本を使用する場合は、「上演許可」（法的権限を含む許可）を得られること
　⑧15〜30秒程度のCM動画を制作し、データで提供すること
　⑨過去における各種公演において50名以上の入場者があったこと
　　※過去の実績がない団体は50名以上の入場者数が見込めること
　⑩練習・リハーサル・本番を問わず新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じていること
　以上の参加条件が守られない場合、参加決定後でも参加を取り消すことがあります。
定 �7団体　※応募多数の場合は、参加条件を満たした7団体を抽選で決定します　参加料 �無料
申 �所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、新宿文化センターへ持参または郵送。各生涯学習
館への持参も可。　 WEB

　※�詳しくは、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にて配布の募集要項
（新宿文化センターウェブサイトからダウンロードも可）をご覧ください

締 7月31日（日）　
問新宿文化センター　Tel 03-3350-1141

「昭和歌謡講座」
昭和歌謡の知識を活かした漫談、ラジオパーソナリティー、エッセイス
トとしてマルチな活躍をするタブレット純を講師に迎え一緒に歌える
講座を開催します！
日 �7月21日・28日のいずれも木曜日　13:00〜14:30　全2回
場新宿文化センター　3階小ホール　講 �タブレット純
内容 �タブレット純の歌声とともに、昭和歌謡への造詣を深めます。
　　一緒に青春時代の名曲を歌いましょう。
対 �区内在住・在勤・在学の方（定員に満たない場合のみ区外の方も参加可）
定 �80名（多数抽選）　￥ ��全2回�1,050円
申 � に記載例（下段）のとおり記入し、
　新宿文化センターへ。　 WEB
締 6月30日（木）　問新宿文化センター　Tel��03-3350-1141
※本講座は一部ラジオの公開放送を予定しています。
　ご理解のうえ、ご応募ください

ラ イ フ ア ッ プ 講 座

第5回 新宿演劇祭
日令和5年2月17日（金）〜23日（木祝）予定　
場 �新宿文化センター　小ホール

勤務日 �7月20日（水）〜8月25日（木）の月〜金曜日の可能な日
勤務時間 9:50〜18:10のうち2〜8時間程度
　　　��※��「7:50から」または「19:15まで」の勤務をご相談す
　　　　��る場合があります
勤務地 �区立の小学校内放課後子どもひろば（勤務地は応相談）
対 �高校生以上で子ども好きな方（資格・経験不問）
時給 1,112円（業務調整手当を含む）　※交通費実費支給（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。

問 �子ども支援課　Tel�03-3232-5122
※�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

コース・対象 時　間 体験内容 参加料

高学年コース
【小学3～6年生】 9:30〜10:45

高学年のコースでは、「型染め」をします。
型の使い方や構図を自分で工夫してオリジナル
サコッシュをつくってみましょう！

1,300円

低学年Aコース
【小学1・2年生】 11:00〜12:15 低

てい

学
がく

年
ねん

のコースでは、藍
あい

の葉
は

を自
じ

分
ぶん

で摘
つ

んで、
染
そ

め物
もの

体
たい

験
けん

をします。
乾
かわ

いたら市
いち

松
まつ

模
も

様
よう

のくるみボタンに仕
し

上
あ

げます。
1,100円

低学年Bコース 
【小学1・2年生】13:30〜14:45

現在も続く新宿の地場産業、『染色』の世界を体験してみませんか？実際の工房を見学して、
作品づくりができるので夏休みの自由研究にもピッタリの内容です！作品は持ち帰れます。

日 �7月30日（土）　場染の里おちあい�二葉苑（上落合2-3-6）　
講高市洋子（二葉苑代表理事）　
定 �各コース20名（多数抽選／区内在住・在学者
優先）

申 �QRコードからお申し込みいただけます。ま
たは、 に記載例（下段）のとおり記
入し、新宿コズミックセンターへ。　 WEB

�締 7月5日（火）
その他 �教室内への保護者の付き添いはでき

ません。あらかじめご了承ください。
問子ども支援課　Tel�03-3232-5122

新宿の地場産業『染め物』を体験してみよう！
　子ども染め物体験講座

くるみボタン

サコッシュ

☆未経験でも「子どもが好き」という気持ちがあればOK☆

夏の短期アルバイト募集!!夏の短期アルバイト募集!!
小学校放課後子どもひろば

【アルバイト募集】
放課後子どもひろば

新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★
星空コンサート　ピアノ×尺八
ピアノと尺八による異色のインストゥルメンタルユニットとして活躍の「INFINITY」。
民族やジャンルを超え、星空の下で優しく包み込むような音楽をお届けします。

出ピアノ尺八�INFINITY（山口整
せい

萌
も

・小瀧俊治）
日 �7月16日（土）　14:00開演（13:30開場）　※約70分
場新宿コズミックセンター　8階プラネタリウム　￥ ��1,600円
対 �小学生以上（小学3年生以下は要保護者同伴）　定100名（多数抽選）
申 � に記載例（下段）のほか、参加を希望する方全員の氏名・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、7月8日（金）までにご案内を郵送します
締 �6月30日（木）　問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701 INFINITY

子どもたちが夏休みを安心して過ごせるよう、校内活動
室や校庭で安全管理や遊びのサポートをするお仕事です。

平日のみ！ 
短期アルバイト！

長期への変更も可能！

タブレット純

ムード歌謡の和田弘と�
マヒナスターズのボーカ
ルを経て、新宿のうたご
え喫茶「ともしび」に勤務。

初級卓球教室（7月）
初心者や初級者向けの教室です。
日 7月7日・14日・21日・28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・在学の高校生以上で全回参加できる方
定各12名（多数抽選・初めての方優先）　
￥ 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（下段）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、6月27日（月）までに結果を郵送で通知します
締 6月20日（月）
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

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。

QR コードから
お申し込み

 いただけます！



沖縄音楽フェスティバル

第40回新宿合唱祭 初夏にうたおう

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

16:00 開演
7.30 土

12:00 開演
6.11土アーティストバンク コラボレーション

ステージ　～ヴァイオリン＆ピアノ～
アーティストバンクから2人のアーティストが出演します。
ヴァイオリンとピアノによる、華やかで楽しいステージを
ご期待ください。
出伊藤万桜（ヴァイオリン）、原口沙矢架（ピアノ）
日 �6月7日（火）　12:15開演（11:30開場）
曲「ツィゴイネルワイゼン」　ほか
申 �不要。当日直接、会場へ。
　※4歳未満入場不可
　※ご来館時、「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

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、3年ぶりに真夏の新宿に帰ってきます！ 
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）
日7月30日（土）　16:00開演（15:15開場）　曲「童神」「島唄」「花」「安里屋ユンタ」　ほか（予定）
￥ �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　※チケット購入方法（下段）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

年に一度の「歌祭り」です。新宿区合唱連盟加盟団体が合唱曲を披露します。 
日6月11日（土）　12:00開演
申 �不要。当日直接、ご来場ください。　
　※�ご来館時、「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
共催新宿区合唱連盟

　ランチタイムコンサート

12:15 開演
6.7火

SPECIAL JAZZ NIGHT
～本多俊之 SUMMER TRIANGLE～

真夏の夜空に響きわたるとびきりゴキゲンなジャズを♪♪ 日本のジャズシーンをリードする
本多俊之が、このライブのために組んだスペシャルトリオ！ ライブ感あふれるセッションは必見。
演奏曲は当日までのお楽しみ！！
出 �本多俊之（サックス）、井上銘（ギター）�
　ヤヒロトモヒロ（パーカッション）
日 7月22日（金）　19:00開演（18:30開場）　
￥ �全席自由　3,000円
　※未就学児入場不可
　※チケット購入方法（下段）参照
協力（株）ピットインミュージック

ヤヒロトモヒロ

19:00 開演
7.22 金

本多俊之
本多俊之&井上銘 Photo by 土居政則

井上銘

区民割引あり Pコード：
214-490

新宿文化
センターのみ（ ）

新宿文化センター落語会
「羽光と昇也」

新宿文化センター落語会
祝・真打昇進！「一蔵と市弥と小辰」

2020年NHK新人落語大賞受賞の笑福亭羽光と、今年5月
真打に昇進したばかりの春風亭昇也。今話題の2人による
上方と江戸落語を楽しむ会。個性あふれる話芸に注目！
出�笑福亭羽光、春風亭昇也
日 �7月9日（土）　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

今年9月、いよいよ真打に昇進！ 
新しいステージに立つ3人が集う祝いの一会。
笑いと涙?!が溢れる一日をどうぞご一緒に。
出�春風亭一蔵、柳亭市弥、入船亭小辰
日 �8月6日（土）　13:30開演（13:00開場）
￥全席自由　1,800円
　※未就学児入場不可
　 6月5日（日）　10:00～
　※チケット購入方法（下段）参照

春風亭昇也笑福亭羽光

春風亭一蔵 柳亭市弥 入船亭小辰

13:30 開演
7.9土

13:30 開演
8.6土

 6/5日
チケット
販売開始！

新宿文化
センターのみ（ ）

新宿文化
センターのみ（ ）

伊藤万桜

角南有紀

原口沙矢架

アルベルト・ピッツォ

無料で
本格的な

コンサート

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 �8月27日（土）・28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�一般�2,000円、新宿区民�1,600円
申 � に記載例（3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 8月1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

●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

　気軽にワンコインコンサート

～歌とピアノで楽しむ
　イタリア音楽の夕べ～

19:00 開演
7.11月

ソプラノの角南有紀とピアノのアルベルト・ピッツォによるコンサート。
本格的なイタリア音楽をどうぞご堪能ください。
出角南有紀（ソプラノ）、アルベルト・ピッツォ（ピアノ）
日7月11日（月）　19:00開演（18:30開場）
曲オペラ『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」、
　ナポリ・カンツォーネ「帰れソレントへ」「サンタルチア」��ほか
￥ �500円
　 新宿文化センター窓口での当日販売のみ（販売開始18:00～／予約不要）。直接ご来場ください。
　※電話・Web予約はできません
　※未就学児入場不可　※ご購入時、できるだけ釣銭の出ないようご協力ください
　※ご来館時、「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

当日販売のみ ワンコイン（500円）で
本格的なコンサート

新宿区民踊大会　観覧募集
区内で活動するみなさんが、全国各地の伝統民踊を披露します。日本の伝統民踊をぜひご観
覧ください。
日 6月12日（日）　11:00～16:00（開場10:30）　場新宿文化センター　大ホール
申不要。当日直接、会場へお越しください。��主管新宿区民踊連盟
問スポーツ・マラソン課　Tel�03-3232-7701

『Oh！レガス新宿ニュース 5月5日号』の記事に一部誤りがありました。
次のとおり訂正し、お詫びいたします。
3面　新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★
 親子で楽しむ星空コンサート「木管五重奏カラフル」
� 対訂正前）乳幼児から小学3年生以下の児童とその保護者
 　訂正後）乳幼児から小学生以下の児童とその保護者

　
問スポーツ・マラソン課　
　 Tel�03-3232-7701

新宿文化
センターのみ（ ）

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

6月の休館日の
お 知 ら せ

新宿コズミックセンター 13日（月）／ 大久保スポーツプラザ 20日（月）／ 四谷スポーツスクエア 13日（月）／ 新宿文化センター 14日（火）／ 新宿歴史博物館 13日（月）・27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 6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）／ 漱石山房記念館 6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）／ 生涯学習館〈赤城・住吉町・西戸山〉 
13日（月） 〈北新宿・戸山〉 27日（月）


