
 
 

 

 

 

 

 

 

イベント情報 
 

 

雑司が谷地域文化創造館 パソコン講座 
講座名  内 容 費用 定員 締切 

 6/5～28 データ入力やセル、シートの操作方法から始め、表計算、関
数を使った計算、グラフの作成など、エクセル 2016 の基礎を
一通り学びます。※データ保存用 USB メモリーは各自ご持参ください。 

5,100 円 

教材費含 
15 名 

5/25 

(土) 
(水)・(金) 全 8 回 

10:00～12:00 

 
7/2～12 ワード 2016の描画ツールを使った案内図や簡単なイラスト

の作成方法を学びます。主にマウス操作（ドラッグ作業）＊

が中心になります（＊予め練習してきてください） 

2,300 円 

教材費含 
15 名 

6/23 

(日) 
(火)・(金) 全4回 

10:00～12:00 

【申込】往復はがきに①講座名、②〒住所、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤性別、⑥電話番号、（在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話番号、）をご記入の上、雑司

が谷地域文化創造館に送付。なお同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込も可。 

地域文化創造館落語情報 
   

 

 
講座名  内 容 費用 定員 締切 

雑司が谷

106 

白いペーパーマジック 
「パーチメントクラフト」 

6/13・27、7/11(木) トレーシングペーパーにデザインを写し、専用の道具を
使ってエンボス加工やカットを加え、レースのように白く
繊細な作品（３作品）を作ります。 

2,700 円 15名 
5/20 

(月) 
全 3回 

ホワイトアートワークス主宰 山中 直子 氏 10：00～12：00 

雑司が谷

107 

 6/15～7/20(土) 初心者の方向けの社交ダンス講座。ブルース、ジルバ

から、ワルツ、ルンバなど基本的なステップを学びま

す。スニーカーで OK です。 

3,000 円 16名 
5/31 

(金) 
全 6回 

Dance Project M2関 真利 氏（JBDFスタンダード B級） 14:00～15:30 

 

205 

［東アジア文化都市 2019豊島 関連］ 6/3～7/1(月) 中国、朝鮮、日本は歴史上、密接に関係しながら各々の文
化を育んできました。3 国の文化交流のかげで、仏教、儒

教、キリスト教など宗教が果たした役割を考えます。 

2,200円 20名 
5/13 

(月) 
全 4回 

大正大学文学部教授 村上 興匡 氏 14:00～16:00 

南大塚

206 

 
6/25～7/16（火） 初心者歓迎！ パステル、色えんぴつの魅力を楽しみましょ

う。まず簡単なモチーフを描きます。基本的な色の使い方

で、あなたの作品をぐっとレベルアップできます。 

2,200 円 

画材は各自持参 
15名 

6/3 

（月） 
全 4回 

画家 柴田まどか 氏 10:00～12:00 

南大塚

303 

［東アジア文化都市 2019豊島 関連］ 

魅力発見！ Ｋ文学入門講座 
6/8～6/29(土) 映画や音楽からではなく、文学から知る韓国。毎回違

う講師が韓国文学の魅力を紹介します（別途、費用に
含まれない課題図書の指定があります） 

2,200 円 36名 
5/22 

（水） 
全 4回 

出版社クオン代表 金 承福 氏 他 14:30～16:30 

南大塚

304 

子育て家族の応援講座 

子育てママのリフレッシュ講座 
6/14～12/6(金) 子育てについて悩みごとの解消に役立つ話や、絵本の読み聞かせ、時短メイ

クテクニック、木工クラフトなど、子育てやその他の日常生活に役立つことがい

ろいろ学べる、育児中のママを応援する長期講座です。(開催時間に一部例外あり) 

11,000 円 

※保育保険料込 
１２名 

5/29 

（水） 
全 12回 

十文字学園女子大学講師 横井 紘子氏 他 10:00～12:00 
【対象】豊島区内在住・在勤・在学の 18歳以上。[304]は、原則、全講座に出席できる豊島区在住･在勤･在学の 18歳以上で、かつ初回開講時に 6か月

～3歳ぐらいまでの子どもをもつお母さん。                                   文化カレッジ申込方法は表面下部を参照 

申込先 
駒込地域文化創造館 ☎3940-2400 

〒170-0003 豊島区駒込 2-2-2 

巣鴨地域文化創造館 ☎3576-2637 

〒170-0002豊島区巣鴨 4-15-11 

南大塚地域文化創造館 ☎3946-4301 

〒170-0005 豊島区南大塚 2-36-1 

雑司が谷地域文化創造館 ☎3590-1253 

〒171-0032 豊島区雑司が谷 3-1-7 

千早地域文化創造館 ☎3974-1335 

〒171-0044豊島区千早 2-35-12 

王道の芸風と美声で人気の柳亭市馬をはじめ、地元噺家の柳家さん枝、入船亭小辰も
出演。地域に根差した人気落語会で本格落語をご堪能ください。 
【出演】開口一番 柳亭市若 

落   語 入船亭小辰 
落   語 柳家さん枝 
太 神 楽 翁家小花 
落   語 柳亭市馬 

日時：5/16(木) 18：30開演 会場：南大塚ホール 

落語会の鉄人・橘家圓太郎が登場。円熟の名人芸をたっぷりと。 

【申込】各地域文化創造館 
雑司が谷案内処 
※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可 

【問合】雑司が谷地域文化創造館 

日時：6/16(日) 14:00開演 
会場：雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール 

 3回通し券 限定発売  限定 30セット 
第 32弾:上記参照、第 33弾 9/15(日) 14;00～、第 34弾 11/17(日) 15:00～ 

販売及び詳細は雑司が谷地域文化創造館まで 

橘家圓太郎 

柳家さん枝 柳亭市馬 

【定員】250名(全席自由) 
【料金】一般前売：1,800円 

一般当日：2,000円 
友 の 会：1,500円 

【申込】各地域文化創造館  
※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可 
【問合】南大塚地域文化創造館 

【出演】橘家圓太郎 
【定員】100名(全席自由) 
【料金】500円 

何か新しいことを学んでみたい

とお考えの方へ。当館を拠点と

するサークルの普段の活動を

ご見学いただけます。見るだけ

でなく体験可能なサークルもあ

ります。 

【日時】 6/1(土)～6/30（日） ※休館日…雑司が谷：6/24(月)   
【会場】 雑司が谷地域文化創造館 
【費用】 一部有料の場合あり。詳細は要問合せ。    
【申込】 雑司が谷地域文化創造館 窓口または電話（要事前申込） 
 

日時：6/1(土) 12:30～15:00 集合：JR大塚駅改札 集合 
バラの香りと音色に包まれて、おおつか音楽祭が開催される駅周辺で
バラ色の人生誓う教会のベル、旧矢端川の瀧不動で流水と都電走る
音のある風景訪ねます。 

【案内】ボランティアガイド 大塚物語る 【定員】20 名 【料金】300 円
【申込】往復はがきに、①代表者の氏名（ふりがな）・〒住所・年齢・電
話番号②参加人数・氏名（全員分）を明記の上、南大塚地域文化創
造館内「大塚サウンド」係まで郵送。※申込先着順 

【見学可能なサークルジャンル(予定)】 
文章教室、源氏物語読解、オペラ鑑賞、フランス語会話、ペン習字、陶芸、水彩色鉛筆、フラワーアレンジメント、囲碁、コー
ラス、ハーモニカ、体操、ヨガ、ウォーキング、太極拳、カントリーダンス、社交ダンス、フォークダンス、子どものチアダンス 


