
戦前の新宿

アロマを楽しむ教室
会員募集（初心者大歓迎！！！）

11:00～12:30（全ての教室共通）
四谷スポーツスクエア
〒160-0004　東京都新宿区四谷1-6-4
¥3,500（税込）  　　 8名（三密を避けて開催）

Essential SQuare
（エッセンシャルスクエア）

contact -us@essentialsquare-es.com
050-3554-2110

「Oh! レガス」を
ご覧になった方
初回会費

1,000円（税込）!!!

メールに「レガス」と明記、
もしくは当日、掲載ページを

ご持参下さい。
時間
場所

会費

お申し込み

定員

 20種類以上のアロマを試してオリジナルの香りを作ります‼
開催日
12/15 ピロスプレー

作　品 開催日 作　品
（木）

12/18 ブレンドアロマ（日）

12/22 ロールオンアロマ

ロールオンアロマ

（木）

1/14 ピロスプレー（土）

1/15（日）
1/19 ブレンドアロマ（木）

1/21 ルームミスト（土）

1/26 マスクミスト（木）

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。

令和4年度 新宿歴史博物館 所蔵資料展

―1834（天保5年）～1940（昭和15年）

江戸の地理や地誌を知ることのできる「江
え

戸
ど

切
きり

絵
え

図
ず

」や『江
え

戸
ど

名
めい

所
しょ

図
ず

会
え

』。明治期に輸入された測量技術を
生かした詳細な実測図やさまざまな行事で撮影された写真をもとに、江戸後期（天保5年）から太平洋戦
争直前である昭和15年までの新宿の姿に迫ります。

会期 令和5年1月14日（土）～4月9日（日）　※一部展示替え：令和5年2月28日（火）～
開館時間 9:30～17:30（入館は17:00まで）
休館日 令和5年1月23日（月）、2月13日（月）・27日（月）、3月13日（月）・27日（月）
場地下1階企画展示室

問新宿歴史博物館　新宿区四谷三栄町12-16　Tel 03-3359-2131　Fax 03-3359-5036

淀橋浄水場入口　大正13年（1924）頃

四谷内藤新宿『江戸名所図会』　天保5年（1834）・天保7年（1836） 赤城神社祭礼山車　明治末期

現伊勢丹屋上より東大久保方面を望む　昭和8年（1933）～昭和10年（1935）

戦前の新宿

日令和5年1月4日（水）～3月31日（金）
　 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）
場新宿歴史博物館 1階れきはくギャラリー
問新宿歴史博物館　Tel 03-3359-2131

「昭和30年代新宿風景と人 」々
 れきはくギャラリー展示

大久保小学校出身の青柳安彦さん(1932～）
が写した昭和30年前後の新宿区内の写真50
点余りを展示します。

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。

紀伊國屋書店への横丁
1957年春

1

www.regasu-shinjuku.or.jp

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。

発行：公益財団法人新宿未来創造財団　令和4年12月5日 第285号　次号は12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
俳句講座 漱石の俳句・子規の俳句TOPICS 2面 おとなのやさしい経済・金融入門講座3面 4面 はじめてのバレエ鑑賞
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 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。

            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
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2022年12月14日 水

成年後見と死後の事務処理
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

お問い合わせは直接各ご連絡先まで

レ ガ ス パ ー ク

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/

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♪火水木金他ご対応�
幼児～一般/専門レヴェル迄☎09038131302

子供の結婚は親の応援が大事！無料電話相談
創業22年。お見合い実績5000組突破！
身元確か安心の出合いを成婚迄フルサポート
ブライダルスワン電話☎03-5962-7704　片山

　文化財の特別公開

新指定文化財
「済

さい

松
しょう

寺
じ

文
もん

書
じょ

」
令和3年度に新たに新宿区指定有形文化財に指定
された「済松寺文書」を公開します。榎町にある臨
済宗済松寺は、三代将軍徳川家光の菩提を弔うた
め祖

そ

心
しん

尼
に

が開いた寺院です。済松寺文書は、家光
や祖心尼ゆかりの資料など計173件の古文書群
で、今回はその一部を公開します。徳川家との関
係を示すものが多く含まれ、そのつながりの深さ
をうかがわせます。あわせて平成30年度に指定
された済松寺の加

か

藤
とう

文
ぶん

麗
れい

筆絵画作品の一部も公
開します。どちらも通常非公開の文化財です。
期間 12月13日（火）～20日（火）
時間 9:30～17:30
　　（入館は17:00まで）
場 �企画展示室　
主催新宿区文化観光課

　アトリエ展示室展示替え

林芙美子小品集『落合日記』発売記念
芙美子の筆跡
『落合日記』発売を記念して、掲載作品の自筆原稿等を展示します。
筆跡は書き手により千差万別。作家の筆跡であれば、その味わい、
作品との結びつきまでを思いを巡らすことができます。自筆原稿
から受ける印象も鑑賞者により千差万別。この機会に芙美子の筆
跡をご鑑賞ください。
期間展示中～令和5年2月28日（火）　
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

新宿歴史博物館
ボランティア養成講座
新宿歴史博物館では、平成17年からボランティアによる活動
を行っています。博物館・記念館での展示解説や、史跡めぐり
の案内など、幅広い活動で来館者と博物館をつないでいます。
このたび、ボランティア養成のための講座を開講します。
日令和5年1月14日～2月25日の毎週土曜日（1月28日を除く）
　全6回
場 �2階講堂　ほか　対 �全6回受講可能な方
定 20名（多数抽選）　￥ 3,760円　※資料代として
申 �次の①～③を「新宿歴史博物館ボランティア養成講座係」へ
郵送またはお持ちください。

　①志望動機の作文（自由書式／400字程度）
　②記載例（3面）のとおり記入したもの
　③返信先住所を記入した返信用はがき
締12月21日（水）　
その他 �受講後に登録審査したのち、「新宿歴史博物館ボランティア」

として登録します。ボランティア活動を希望されない方は
受講できません。

加藤文麗筆絵画作品
「達磨像」 

執筆中の芙美子

済松寺文書「大
た い

猷
ゆ う

公
こ う

上洛道中之詠歌集」

「落合日記」自筆原稿

　俳句講座

漱石の俳句・子規の俳句
夏目漱石は学生時代に俳人の正岡子規と親交
を結び、俳句に親しみました。漱石が松山へ
教師として赴任中には、子規を下宿に迎えて
同居し、子規たちの句会にも参加しました。
第1回では漱石と子規の俳句を味わい、第2回
では実際に句会を体験する連続講座です。
日❶令和5年1月21日（土）　❷2月4日（土）
　両日とも14:00～16:00（受付は13:30～）
　全2回
場 �地下1階講座室　講神

こう

野
の

紗
さ

希
き

（俳人、現代俳句協会幹事）
定 40名（多数抽選）　
￥全2回�1,500円　※単回受講不可・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12月22日（木）

　開館5周年記念

新年来館者プレゼント　
令和5年1月4日（水）～9日（月祝）に展示室（有料）を
ご観覧いただいた方に記念品をプレゼントします。
期間令和5年1月4日（水）～9日（月祝）　
時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）

オリジナルエコバッグを
プレゼントします
漱石山房記念館ミュージアムショップ
で期間中、合計2,000円以上お買い上げ
の方に、オリジナルエコバッグを1点プ
レゼントします。この機会にぜひお立ち
寄りください。
期間開催中～令和5年3月31日（金）
※�プレゼントがなくなり次第、終了します

エコバッグ
（落款）

エコバッグ
（ネコ）

神野紗希

　ミュージアムショップ

林芙美子小品集『落合日記』
いづくにか　吾

わが

古
ふる

里
さと

はなきものか
「私は宿命的に放浪者である。私は古里を
持たない。」と『放浪記』で語った林芙美子
が、終生探し求めた古里への想いを記した
随筆や詩、童話を収録した珠

しゅ

玉
ぎょく

の一冊で
す。ぜひ、お手元にいかがでしょう。
販売価格 �500円（税込み）　
販売場所 �新宿歴史博物館、
　　　��林芙美子記念館
問新宿歴史博物館　Tel�03-3359-2131

新発売！

中村彝アトリエ記念館（下落合3-5-7）
は、外壁改修工事等のため、下記の日
程で臨時休館しています。
対象期間 �
令和5年1月20日（金）まで（予定）
※�工事期間の変更により、休館の日程
を変更する場合があります。詳細は、
中村彝アトリエ記念館ウェブサイト
の�「お知らせ」をご確認ください

問〔工事関係〕�
　新宿区文化観光産業部�
　文化観光課文化資源係
　Tel�03-5273-4126���
����〔その他全般〕
　新宿歴史博物館
　Tel�03-3359-2131

中村彝
つね

アトリエ記念館 
臨時休館のお知らせ

回 日程（令和5年） 内　容

1 1月14日（土）
10:00～12:00

▶養成講座ガイダンス
▶施設見学（新宿歴史博物館）

2 1月21日（土）
10:00～12:00

▶新宿の歴史
▶新宿の文化財と史跡

― 1月28日（土） 1週お休みになります

3 2月4日（土）
10:00～12:00 ▶新宿の芸術家たち

4 2月11日（土）
10:00～12:00

▶夏目漱石と新宿の文学
▶施設見学（漱石山房記念館）

5 2月18日（土）
10:00～12:00

▶�ガイドボランティアの話し方と
　コミュニケーション

6 2月25日（土）
9:00～12:00

▶施設見学
（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）

※�第５回の講師は岩田理加子さん（フリーアナウンサー）、他の回
の講師は新宿歴史博物館または漱石山房記念館の学芸員が担
当します

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。

新宿歴史博物館 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・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/

（四谷三栄町 12-16）



新宿コズミックセンター ★プラネタリウム★

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。

日本の季節の中で、星空が一番美しく見えるのは冬といわれています。
冬の夜空の紹介と宮澤賢治の作品からキツネと人間の物語を上映します。

「星
せい

夜
や

の幻
げん

灯
とう

会
かい

 ～宮澤賢治作「雪渡り」より～」

日 12月10日（土）・18日（日）、令和5年1月14日（土）・
　22日（日）、2月11日（土祝）・19日（日）
　1回目 10:30～　2回目 13:30～　3回目 15:00～
　※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
定  各回100名（先着順）　※新型コロナウイルス感染症の状

況により、定員は変わる可能性があります
￥一般 300円、中学生以下 無料
申不要。当日直接、会場へ。
　※ チケット販売および開場は、各回投影開始30分前から
　※ チケットは、会場検温にて入場可能となった方にのみ

販売します
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。
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

　プラネタリウム冬番組

ぎょしゃ座の物語
©五藤光学研究所

クリスマスオーボエコンサート
もうすぐクリスマス。
新宿コズミックセンターから、すてきな音楽の贈り物です。
艶
つや

やかなオーボエの音色をお楽しみください。
出川﨑芳江（オーボエ）、齋藤菜緒（ピアノ）
日 12月20日（火）　12:00開演　※約40分　
場 1階ロビー　定いす席 50席程度
申不要。当日直接ご来場ください。
　※ ご入館の際は、検温・手指消毒のうえ、「来館者カード」を記入してください
問スポーツ・マラソン課　Tel 03-3232-7701

● 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。

川﨑芳江 齋藤菜緒
回 講座テーマ 〜はじめての株式投資

第1回 ①株式投資の楽しさと投資の５ステップ
②会社の見方・調べ方

第2回 ③投資指標と株の選び方
④どう見る？ 社会の動きと株価

　民間等と連携した機会提供事業

金融機関OBによる
「おとなのやさしい経済・金融入門講座」

経済・金融の基本的な知識を学び、資産形成や金融商品の利用法を身に付けませんか。

日第1回：令和5年1月14日　第2回：令和5年1月21日
　いずれも土曜日　13:30～16:30　全2回
場新宿文化センター　4階第1会議室　対どなたでも　
定50名（多数抽選／区内在住・在勤・在学の方優先）　
￥700円／回（資料代込み）　※単回受講可
申  に記載例（下段）と希望する回を記入し、新宿文化センターへ（1通につき1名のみ）。

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12月25日（日）　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

12月の臨時休館と年末年始の休館のお知らせ
12月29日（木）～令和5年1月3日（火）は、年末年始休館となります。
その他の休館日は下表のとおりです。（新宿スポーツセンターは、29日（木）開館）

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＊1

①プール：12月12日（月）～16日（金）　
②プール以外：12月12日（月）～14日（水）
※ ②の期間：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19日（月）
四谷スポーツスクエア 12月12日（月）
屋外スポーツ施設 ――

新宿歴史博物館 12月12日（月）・26日（月）～28日（水）　
※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＊2 12月5日（月）・12日（月）・19日（月）・
26日（月）佐伯祐三アトリエ記念館

中村彝アトリエ記念館 工事のため1月20日（金）まで（予定）臨時
休館中

漱石山房記念館 12月5日（月）・12日（月）・19日（月）・
26日（月）

Tel 03-3205-0209

新宿文化センター 12月13日（火）

新宿文化センター
Tel 03-3350-1141 

赤城生涯学習館
12月12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26日（月）
北新宿生涯学習館
新宿スポーツセンター＊3 12月26日（月）　 Tel 03-3232-0171 

＊1  新宿コズミックセンター大体育室は工事のため、12月1日（木）～令和5年3月31日（金）は利用
休止します

＊2  林芙美子記念館は写真撮影・写生日のため、12月5日（月）10:00～15:30は休館日開放します
（入館は15:00まで）

＊3  新宿スポーツセンターは、12月29日（木）9:00～18:00は特別営業。また、屋内プールは工事の
ため、12月1日（木）～令和5年3月31日（金）は利用休止します

勤務地  区内の小学校放課後子どもひろば（勤務校は応相談）
勤務時間平日の放課後は、原則14:00前後～18:00前後
　　　  ※  学校の長期休業期間中（夏休み、冬休み、春休み）は10:00前後～18:00前後
　　　  ※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（業務調整手当含む）　※研修時 1,072円
待遇 交通費実費相当額を支給（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。
その他  ◦勤務開始日・曜日・時間等応相談
　   　◦採用前研修あり
問子ども支援課　Tel 03-3232-5122（平日 9:00～17:00）

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。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  　どもひろば放学校小 子

くわしくは
こちら

☆未経験でも「子どもが好き」という気持ちがあればOK☆

ロビーコンサート新宿コズミックセンター

●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（一部公演を除く）。
●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
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。

※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

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）

窓口販売

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 ご
予
約
の
流
れ

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

チ
ケ
ッ
ト
購
入
方
法

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  

ローソンチケット　
https://l-tike.com
※ローソン・ミニストップ
　店頭で購入の際には
　Lコードが必要です

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）



2Don Giovanni

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Ⅲ」そして伝説へ…

場大ホール　
申 � に記載例（3面）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（1公演につき
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 12月15日（木）　

新宿文化センター公演　新宿区民ご招待

各100名様
ご招待

新宿文化センター落語会
「鯉八と音助」

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Ⅲ」そして伝説へ… Don Giovanni

出瀧川鯉八、雷門音助（ともに二席ずつ）
日令和5年2月5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
　 12月11日（日）　10:00～
　※チケット購入方法（3面）参照

東京シティ・フィルの新年恒例公演は、ドラゴンクエストⅢの名曲を迫力のオーケストラ演奏で
お届けします。
出海老原光（指揮・お話）、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（管弦楽）
日令和5年1月12日（木）　19:00開演（18:00開場）　
曲すぎやまこういち　交響組曲「ドラゴンクエストⅢ」そして伝説へ…
￥全席指定　※未就学児入場不可
　S席　一般�6,000円、A席　一般�5,000円、B席　一般�4,000円　※小中学生は全席種半額
　この公演の新宿文化センターでの販売はありません。
　※車いす席をお求めの方は、東京シティ・フィル�チケットサービスにお問い合わせください
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
申 �問 �東京シティ・フィル�チケットサービス
　�　Tel�03-5624-4002
　　�（月・水・金曜日の平日�11:00～15:00）

ドイツやスイスの歌劇場で指揮者を務めるなど国際的に活躍する瀬山智博が、国内オ
ペラに登場。繊細かつ大胆な演出に定評のある髙岸未朝と関西二期会の実力派歌手が、 
モーツァルト三大オペラ「ドン・ジョヴァンニ」の世界をお届けします。
出指揮：瀬山智博　演出：髙岸未朝
　キャスト：��萩原寛明、萩原泰介、木澤佐江子、秋本靖仁
　　　　　�� 佐竹しのぶ、萬田一樹、谷本尚隆、岩本実奈子
　合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、
　　　　関西二期会合唱団
　管弦楽：日本センチュリー交響楽団
日令和5年1月15日（日）　14:00開演（13:00開場）　
曲モーツァルト作曲�オペラ「ドン・ジョヴァンニ」
￥ �全席指定　※未就学児入場不可
　S席　7,000円、A席　5,000円、B席　3,000円、
　学生席　1,000円
主催オペラキャラバン・ジャパン実行委員会、
　　（公社）関西二期会　
共催（公財）新宿未来創造財団
申 問 �関西二期会チケットセンター
　�　Tel�06-6360-4651（平日�10:00～18:00）

出��Kバレエ�カンパニー、Kバレエ�スクール
日令和5年3月11日（土）　13:00開演（12:15開場）
内容 �バレエ解説、バレエ名場面実演　ほか
�￥ �全席指定　※3歳未満入場不可
　おとな（中学生以上）   ：一般�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）：一般�1,000円、区民割引�　800円、友の会割引　�700円
12月8日（木）　12:00～　 12月12日（月）　12:00～　 12月15日（木）　10:00～　
12月15日（木）　12:00～　 12月16日（金）　10:00～　※チケット購入方法（3面）参照

協力（株）K-BALLET

熊川哲也主宰のKバレエ スクールによる
はじめてのバレエ鑑賞 13:00 開演

3.11土

新宿文化
センターのみ（ ）

区民割引あり

令和5年

大黒摩季×武部聡志×AUN J クラシック・オーケストラ
「新春☆大黒祭」～ Peace of Japan ～

出大黒摩季、武部聡志、AUN�J�CLASSIC�ORCHESTRA
日令和5年1月9日（月祝）　17:00開演（16:15開場）
￥全席指定　※未就学児入場不可
　一般�7,000円、区民割引�6,800円、友の会割引�6,500円
　※チケット購入方法（3面）参照
制作協力 ビーイング、ポラリス・アルファ、
　　　���エムズカンパニー、
　　　���サンライズプロモーション東京

区民割引あり

Pコード：
227-860

新宿文化
センターのみ（ ）

©Izumi Sakurai

17:00 開演
1.9月祝
令和5年

東京シティ・フィル
チケットサービス（ ） Pコード：

228-988

大黒摩季

区民割引あり

新宿文化
センターのみ（ ）Pコード：

228-032

ベルリオーズ「レクイエム」
出アンドレア・バッティストーニ（指揮）
　宮里直樹（テノール）、新宿文化センター合唱団
　東京フィルハーモニー交響楽団
日令和5年3月18日（土）　15:00開演（14:30開場）
曲 �ベルリオーズ��「レクイエム」
￥ �全席指定　※未就学児入場不可
　SS席�一般�8,000円、区民割引・合唱団員�7,500円、友の会割引�7,300円
　S席　一般�7,000円、区民割引・合唱団員�6,500円、友の会割引�6,300円
　A席　一般�6,000円、区民割引・合唱団員�5,500円、Y席（25歳以下）�3,000円
　※チケット購入方法（3面）参照

アンドレア・バッティストーニ
Ⓒ上野隆文

武部聡志

瀧川鯉八 雷門音助

新宿文化センター休館前最後の開催！
新春名作狂言の会

演目 出〔トーク〕茂山千五郎、野村萬斎　〔佐渡狐〕茂山千五郎、茂山茂、茂山七五三　
　　　〔二人袴〕野村万作（人間国宝）、野村萬斎、野村裕基、石田幸雄
日令和5年1月11日（水）　19:00開演（18:15開場）　
￥全席指定　※未就学児入場不可
　S席　一般�5,000円、区民割引�4,800円、友の会割引�4,500円
　A席　一般�4,000円、区民割引�3,800円、友の会割引�3,500円
　B席　一般�3,500円、Y席（25歳以下）�2,000円
　※チケット購入方法（3面）参照　

茂山七五三茂山千五郎茂山茂 野村万作（人間国宝）野村裕基 野村萬斎

区民割引あり

新宿文化
センターのみ（ ） Pコード：

515-146

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

19:00 開演
1.11水
令和5年

12/8木 12:00～　友の会先行販売開始！

13:30 開演
2.5 日

令和5年 12/11日 10:00～　チケット販売開始！

15:00 開演
3.18 土
令和5年

19:00 開演
1.12 木

新宿文化
センターのみ（ ）Pコード：

228-682
Lコード：
35416 www.cnplayguide.com/

令和5年

14:00 開演
1.15 日

令和5年

新宿文化
センターのみ（ ）

4 お知らせi YouTube「レガスちゃんねる」にて動画配信中！「レガスちゃんねる」でしか見られない情報も盛りだくさん。最新の動画をチェック！　➡︎

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


