
新宿フィールドミュージアム2022 都市型音楽フェスを新宿で開催！

オープニングイベント SHIN-ONSAI 2022

会場：新宿駅西口広場イベントコーナー

10.6thu 11:00-17:30 11.5sat -6sun 11:30（開場）12:30（開演） 有 料

サニーデイ・サービスクラウン（日本青少年音楽芸能
協会）びり＆ブッチィー

VRオーケストラ体験
（東京交響楽団提供）

ライブペインティング
吉澤舞子（アーティスト）

Buffalo Daughter MONO NO AWARE

子どもから大人まで楽しめる、マジック、クラウンショー、コン
サート、VRオーケストラ体験、ライブペインティングなど、多種
多様なプログラムです。新宿フィールドミュージアムの見どこ
ろもご紹介します。

ライブハウスが東京23区でも特に多い新宿区。この特徴を活かして、「音楽のま
ち 新宿」を印象付ける音楽フェスを開催します。
［アーティストライブ］ サニーデイ・サービス、Buffalo Daughter、bonobos、
MONO NO AWARE、奇妙礼太郎、君島大空　・・・　and more!

bonobos

会場：新宿区立新宿文化センター（新宿区新宿6-14-1）

無 料

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況
や、政府機関・地方自治体・業界団体の指針・ガ
イドラインの変更によっては、出演者の変更およ
び出演キャンセルが生じる場合がございます。

新宿フィールドミュージアム2022

twitter.com/sfm_shinjukutwitter.com/sfm_shinjukutwitter.com/sfm_shinjukutwitter.com/sfm_shinjuku

https://www.sfm-shinjuku.jp/https://www.sfm-shinjuku.jp/

新宿フィールドミュージアム協議会は、文化芸術団体・学校・企業など、130団体（2022年現在）により構成されています。新宿フィールドミュージアム協議会は、文化芸術団体・学校・企業など、130団体（2022年現在）により構成されています。

サンクチュアリを見つけたら、
ぜひ「＃新宿サンクチュアリ」をつけて

SNSに投稿してください。

「新宿サンクチュアリ」大募集！
知る人ぞ知る、新宿ならではの空間、面白い歴
史のある場所、あなただけが知っている風景。
そんな普通のガイドブックには載らない新宿
の魅力的な場所を募集しています。
応募方法等詳しくは、オフィシャルガイドブッ
ク・公式サイト等でご案内しています。

オフィシャルガイドブック

新宿をもっと楽しめる♪ 抽選で豪華賞品をプレゼント！

新宿フィールドミュージアム  しんじゅく くくく 読者プレゼント

2022.10.1sat 11.30wed

https://re-shinjuku.jp
新宿のエンターテインメントを支援する動画サイト「Re:Shinjuku」

新宿区文化芸術復興支援事業により区内の
ライブハウス等の文化芸術施設の動画を配信しています 新宿どこでもミュージアム

現在進行形のリアルな新宿を、インターネット上で記録・発信し
続けるYouTubeチャンネル「新宿どこでもミュージアム」

で検索！

新宿区立漱石山房記念館
「エコバッグ」「開館5周年記念ブック
カバー」「通常展ペア招待券」セット

佐藤美術館
「ポストカードセット」と
「阿部千鶴展ペア招待券」セット

SOMPO美術館
「おいしいボタニカル・
アート展ペア招待券」

矢来能楽堂
「主催公演鑑賞ペア招待券」

NTTインターコミュニケーション・
センター [ICC]
「ICC アニュアル 2022 生命的なもの
たち」展ペア招待券

新宿区立新宿歴史博物館
「常設展ペア招待券」と
「しょうどうたくんメモ」セット

 
2022年12月5日（月）ハガキ必着

ハガキに、項目の内容を記入の上、右記宛先に郵送してください。

※すべて必須

［宛 先］ 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1 
新宿区文化観光産業部 文化観光課 
新宿フィールドミュージアム事務局 宛 応募〆切後、抽選の上、当選者へプレゼントを発送、

または引換券をお送りいたします。
引換券は各施設へご持参の上プレゼントにお引替えください。

 漱石が晩年を過ごし、数々の名作を世に送り出
した「漱石山房」の跡地に2017年に開館した、漱石にと
って初の本格的な記念館。書斎やベランダ式回廊を忠実
に再現。ブックカフェも併設しています。

 新宿区早稲田南町7（最寄り：早稲田駅、牛込柳町駅）
https://soseki-museum.jp/

 空襲による焼失後、昭和27年に再建し今年70周
年を迎える、国の登録有形文化財の能楽堂です。毎年、
初心者向けの公演も開催しています。

 新宿区矢来町60（最寄り：神楽坂駅）
https://yarai-nohgakudo.com/

 新宿の歴史文化を伝え、新宿に関わる文化資源
を後世に残すための区立の歴史博物館です。

 新宿区四谷三栄町12-16（最寄り：四ツ谷駅）
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

 NTT東日本が運営する、最先端テクノロジーを
使ったメディア・アート作品を紹介するミュージアムです。

 新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワ
ー4階（最寄り駅：初台駅）
https://www.ntticc.or.jp/ja/

 アジアで唯一ゴッホ《ひまわり》を見ることができ
る美術館。11月5日から1月15日まで、英国キュー王立植物
園の協力のもと、食用となる植物を描いたボタニカル・アー
ト(植物画)の展覧会を開催します。

 新宿区西新宿1-26-1（最寄り：新宿駅）
https://www.sompo-museum.org/

 国内外の美大
生に奨学支援活動を行う
佐藤国際文化育英財団
が運営する美術館。若手
作家の個展、グループ展
を開催しています。

 新宿区大京町
31-10（最寄り：国立競
技場駅、千駄ヶ谷駅）
ht tp : / / s a to -muse -
um.la.coocan.jp/
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読者プレゼント応募方法 名前、かな、年代（10代、20代等）、住所、
プレゼント希望記号、SFMへの感想、御意見等  

［項 目］

［応募締切］

 www.instagram.com/sfm_shinjuku/ www.instagram.com/sfm_shinjuku/

「おべんきょう」
呉 亜沙（画家）



2022.10.1sat 11.30wed

たくさんのイベント情報を
オフィシャルガイドブック、WEBにて公開中!
https://www.sfm-shinjuku.jp/
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神楽坂

江戸川橋

曙橋
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新宿御苑前
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初台

四谷三丁目

早稲田

都電
早稲田

西早稲田

下落合

落合

中井

落合南長崎

西武新宿

牛込神楽坂

牛込柳町東新宿 若松河田

都庁前
西新宿五丁目

新宿
西口

落合
ヴィレッジ

牛込
神楽坂
ヴィレッジ

市谷
四谷

ヴィレッジ

新宿駅
西口

ヴィレッジ

新宿駅
東口

ヴィレッジ

大久保
高田馬場
早稲田
ヴィレッジ

は新宿フィールドミュージアムのイベント開催場所を示しています。

新宿駅 西口 ヴィレッジ

新宿駅西口ヴィレッジは、1960年に東京都が新宿駅西口にあった淀
橋浄水場移転方針を決定し、その跡地の一部を民間に売却したことか
ら始まりました。土地を購入した民間会社は、新宿新都心開発協議会
（SKK）を1968年に設立（現在11社）し、協力してよりよい街づくりを
行ってきました。高層ビル群の先に緑豊かな新宿中央公園が広がり、
その周囲には古くからある商店街や住宅街が今も息づくエリア。平日
はビル群のオフィスが稼働し、大勢の人々による賑わいがある一方、土
日休日は賑わいが薄れてしまうため、恒常的な賑わいの創出のために、
様々な取り組みが行われています。

新宿西口ヴィレッジ
新宿新都心開発協議会[SKK]事務局長　島田忠

江戸時代は武家町、明治以降は花街を中心に賑わってきた牛込神楽
坂。東京の多くのまちが変貌した中にあって、坂と路地が複雑に入り
組む不思議な都市空間が残されています。伝統芸能に携わる人々や、
茶道など日本独自の文化を伝える人々が多数集い、現在も日本の伝
統を肌で感じることができます。また、伝統だけでなく、ダンス、音楽、
アートなどで時代の先端をいく多彩な才能が集まり、数多くの文化イ
ベントとして発信。東京の真ん中でまさに“ヴィレッジ”なコミュニ
ティを創出しています。それが、今の牛込・神楽坂の最大の魅力かも
しれません。

牛込・神楽坂ヴィレッジ
神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会委員長　日置圭子

高田馬場・早稲田ヴィレッジは教育と文化の街。その代表とも言える
早稲田大学は、日本を代表する数々の作家、演劇人、ジャーナリスト
らを生み出してきました。学生街のため庶民的な飲食店も多く、高田
馬場駅周辺はラーメン激戦区としても知られています。
大久保には、韓国だけでなくアジアや中東諸国の飲食店や雑貨店が
立ち並び、外国人の多い新宿区内でも、もっとも多国籍で国際色豊か
な街です。早稲田・高田馬場・大久保は、若者たちが集い多様な文化
が渦巻く、エネルギーに満ち溢れた地区と言えるでしょう。

大久保・高田馬場・早稲田ヴィレッジ
早稲田大学演劇博物館館長　岡室美奈子

「新宿」と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、老舗が立ち並ぶ新宿駅
の東口周辺、華やかな歌舞伎町、新宿三丁目といった、新宿駅東口周辺
ではないでしょうか。元禄12年（1699）に内藤家の屋敷地に、宿場町「内
藤新宿」が設けられ、やがて大繁華街となったのが今の「新宿」です。
ショッピングや飲食だけでなく、映画館や劇場、美術館やギャラリー、
ライブハウス、寄席など、文化芸術が高密度に凝縮され、雰囲気の異な
る複数の地区が隣り合いダイナミックな文化を形成する街、それが新
宿東口ヴィレッジです。

新宿駅東口ヴィレッジ
新宿末廣亭　取締役　北村幾夫

皆さんは「江戸」は「金沢」や「京都」に並ぶ染色産地であったことをご
存知でしょうか？落合に染色業者が移り住み始めたのは明治大正期。
それ以来、この「落合」は染のまちとして江戸染色の一端を支えてきま
した。現在も「落合」には「江戸の染色」を守り続ける工房が多数点在し
ています。今では「染色」をキーワードに、街の活性化事業を行っていま
す。 また「落合」は林芙美子や佐伯祐三、中村彝など多くの文学者や画
家などが居住していたエリアで、アーティスティックな一面も見られま
す。川と川が落ち合うまち、「落合」は今や人と文化が落ち合うまちに
なっているのです。

落合ヴィレッジ
二葉苑　新宿染色協議会会員　小林元文

新宿駅 東口 ヴィレッジ

  牛込・神楽坂ヴィレッジ

大久保・高田馬場・早稲田ヴィレッジ落合ヴィレッジ

林芙美子記念館 中村彝アトリエ記念館 佐伯祐三アトリエ記念館林芙美子記念館
早稲田大学 
坪内博士記念演劇博物館
早稲田大学 
坪内博士記念演劇博物館

公益社団法人　観世九皐会公益社団法人　観世九皐会神楽坂まち飛びフェスタ2022神楽坂まち飛びフェスタ2022 東京理科大学近代科学資料館東京理科大学近代科学資料館

中村彝アトリエ記念館

パペットシアターゆめみトランク

鬼王神社えびすべったら祭 新宿末廣亭ギャラリー絵夢

四谷＝寺町と言われるほどお寺が多い市谷・四谷地区は、新宿の歴史、
文化、芸術を担っています。
最先端のアートに触れられるミズマアートギャラリーと佐藤美術館、親
子で楽しめるおもちゃ美術館などの美術館。民音音楽博物館、新宿区
歴史博物館、帝国データバンク史料館など、個性的で見応えある博物
館。また、未来のアーティストを輩出する教育機関である東京都立総合
芸術高等学校、様々な国の文化を学び体験できる国際交流基金と韓国
文化院も忘れてはならない存在です。

市谷・四谷ヴィレッジ
佐藤美術館学芸部長　立島惠

  市谷・四谷ヴィレッジ

明治神宮外苑 聖徳記念絵画館明治神宮外苑 聖徳記念絵画館鬼王神社えびすべったら祭 新宿末廣亭

新国立劇場バレエ団『春の祭典』 文化学園服飾博物館新国立劇場バレエ団『春の祭典』 文化学園服飾博物館

佐伯祐三アトリエ記念館 早稲田大学 會津八一記念博物館早稲田大学 會津八一記念博物館 早稲田大学歴史館

佐藤美術館 佐藤美術館 


