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ピアノ教室♪　椎名町　4才～
　月～土　3千円　7千円～
初心者大歓迎　3554-9800西川
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グレッグ先生と楽しく英会話
少人数クラス　無　2千円～
米国人講師　学生一般シニア
好評の自由予約個人教授有！
　千川駅3番出口前★体験可
　3554-7580グレッグ英会話

￥

電
場

入
対

こんな趣味はどうでしょう！
江戸小唄と三味線　要町駅歩
７分　月金　月２回５千円　
3959-9251錦乃まい太郎体験有
詳細はht tp : / / p . t l / 1V6v

￥ 電
場

時

ピアノ ･ 声楽個人レッスン
豊島区役所新庁舎より１分。
月　7000～(幼児のみ割引有)。
歌　10000。　3981-8513 冨安￥
￥

電※本欄掲載内容について当財団はご案内のみしております。内容については、直接、募集主にご連絡ください。
●詳細：http://www.toshima-mirai.jp（申込用紙もダウンロードできます）

募 集
案 内

●申込：平日9:00～17:00に、財団事務所窓口
　　　 （としま南池袋ミーティングルーム 2階窓口）
　　　 「募集案内」係へ　☎03-3590-7119

※申込多数の場合は先着順となります。
●平成29年６月号：掲載受付は4/21(金)まで。

●料金：1行700円（ホームページ同時掲載の場合1行1,000円）

掲載例 ＝日時　   ＝場所　   ＝会費、月謝、料金　   ＝入会金　   ＝割引料金　   ＝対象　   ＝電話　   ＝FAX￥時 場 入 電 F対割

１２０講座、受付中！  パンフレット無料送付中!!

〒171-0031豊島区目白1-5-1 （株）学習院蓁々会内
最寄駅：ＪＲ目白駅徒歩5分、メトロ副都心線雑司が谷駅徒歩10分

Tel :03-5992-1040 Fax:03-5992-1124

http://g-sakura-academy.jp/

「『今昔物語集』の世界を旅する」
 中込律子  4/9～6/4 日曜日 全4回
「仏教美術の世界 ほとけの形-明王像」
 吉田典代 4/22～7/1 土曜日 全4回
「日本美術の名宝」
 藤澤　紫 7/2 日曜日 1回
「５回でわかるギリシャ哲学」
 小島和男 5/28～7/9 日曜日 全5回
「ジャンヌ・ダルクとその時代」
 堀越孝一 5/13～7/8 土曜日 全5回
「西洋美術を見直す 西洋絵画の大失敗」
 有川治男 8/1～8/3 火水木 全3回

＊本年４月より、組織名を「学習院さくらアカデミー」に改め、土・日曜を中心に開講します。

皆様の「学びたい」がここにあります!

１２０講座、受付中！ パンフレット無料送付中!!

学習院　春講座の

学習院さくらアカデミー
（旧 学習院生涯学習センター）

「日本を知る」「世界をみる」などからの講座例 （下記受講料はお問合せください）

★徳川家親藩 武蔵国 忍藩 松平家の歴史
　松平忠昌 5月27日（土）
★ポピュリズムと反グローバリズム
　石澤靖治 7月15日（土）

特別講座〈1回完結／各￥1,500〉

学

申込開始
4/5水
締　切
5/27土

発売期間
5/15月まで6/24土・25日

6/24土 13：00開演／17：00開演　
　 25日 13：00開演／17：00開演（開場は各回の30分前）
東京芸術劇場プレイハウス

五月花形歌舞伎

全席指定

京劇「楊門女将 2017」天津京劇院日本公演

全席指定

さまざまな公演をご紹介いたします。当財団の主催公演ではございません。
※原則公演初日の3日前まで販売いたしますが、状況により
　販売終了を早めることがあります。
※郵送でのお取扱いは出来ません。　
※ポイントカードはご利用いただけません。

名曲・名作鑑賞会名曲・名作鑑賞会 申込

申込 としまチケットセンター　☎03-5391-0516（10：00～19：00）

すがも朗読発表会
4/23日 14：00開演（13：30開場）

巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

定員 70名 出演 たいむ朗読の会

ドラマティックな構成で朗読を！

入場無料
巣鴨地域文化創造館　☎03-3576-2637　〒170-0002 豊島区巣鴨4-15-11

講 座

催 し

あうるすぽっと 　☎03-5391-0751　【HP】http://www.owlspot.jp

コンドルズのスズキ拓朗と一緒に演劇で遊ぼう！

「こども演劇ワークショップ」

雑司が谷地域文化創造館　☎03-3590-1253 〒171-0032  豊島区雑司が谷3-1-7

6/13火～7/7金  火・金　全8回　10：00～12：00雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

雑司が谷地域文化創造館パソコン講座 「エクセル2013集中講座」

定員 15名 対象 文字入力＆マウス操作可能な方 講師 としまITサポーターズ

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2013の基礎を一通り学びます。

費用 5,100円（教材費含）
【「ワード2013集中講座」、「エクセル2013集中講座」共通申込方法】 往復はがきに①講座名②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤性別・年齢を
記入の上、(在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話番号も記入）、雑司が谷地域文化創造館へ郵送。返信用はがき持参で直接窓口申込も可。

申込 往復はがきに(1)代表者のお名前、住所、電話番号、(2)参加者
人数・参加者全員のお名前を記入の上、雑司が谷案内処迄郵送

定員 20名(申込多数の場合は抽選)

主催 としま案内人雑司ヶ谷

講師 スズキ拓朗
対象 2日間とも参加できる小学校4年生から中学2年生
定員 25名 ※応募多数の場合は抽選
申込 あうるすぽっとHP応募フォームより 

※詳細は、あうるすぽっとホームページをご覧ください

ボランティアガイド 
「としま案内人雑司ヶ谷」

消えた川≪弦巻川≫を歩こう！

公 演

好評
発売中

8,300円一般 豊島
区民割引 7,800円　

5/13土・14日 11：00開演／16：00開演
明治座

マ ジ ッ ク オ ブ マ ジ ッ ク

問合 南大塚地域文化創造館　☎03-3946-4301　〒170-0005 豊島区南大塚2-36-1

南大塚SHOW劇場Magic of MAGIC VOL.113
笑太夢プロデュース トゥッティ アミーチ2

5/12金 19：00開演（18：20開場）
南大塚ホール

主催・問合 日本奇術協会 ☎03-3361-5221(13:00～17:00)

出演 笑太夢、ジージョ星、キラリン、宮崎岳、ごっちん、岡村真依、
ROSE(司会・歌)

好評
発売中

※豊島区民割引はとしまチケットセンターのみの取扱い

※当日直接会場へ

5/9火～6/2金  火・金　全8回　10：00～12：00雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

雑司が谷地域文化創造館パソコン講座 「ワード2013集中講座」

定員 15名 対象 文字入力＆マウス操作可能な方 講師 としまITサポーターズ

文字入力の基礎から始め、案内状の作成を通じて、ワード2013を使いこなすスキルを学びます。

費用 5,000円（教材費含）

費用 300円（資料代として）
参加費 500円

締　切
4/27木

4/22土
10：00～12：00 ※雨天時は4/23日に順延、　4/23日雨天時は中止

集合：池袋西口　解散：護国寺

4/29●・30日土・祝

13：00～16：00
あうるすぽっと会議室B

申　込
4/11火消印有効

締　切
4/9日

ちとせ橋コミュニティ塾ちとせ橋コミュニティ塾

第10回 さくらフォトコンテスト第10回 さくらフォトコンテスト

豊島区トキワ荘通りお休み処キワトキワキキワ豊島区トキワ
入館者
５万人達成

！入館者
５万人達成

！

講　師 作家 童門 冬二 氏／演出家・東京音楽大学専任講師 伊藤 隆浩 氏／フラワーアーティスト 麻生 さとみ 氏
建築史家 米山 勇 氏／ジャーナリスト 堀田 佳男 氏 他

共通科目 政治経済、歴史人物、文学、音楽、美術、バスハイク など
選択科目 講座番号 321  スポーツ吹矢コース　講座番号 322  小説の書き方コース　講座番号 323  若返りメイクアップコース（女性限定）
費　用 28,000円(受講料14,400円・教材費13,600円)
定　員 50名(応募者多数の場合は抽選) 募集対象 原則、全講座出席できる区内在住・在勤の18歳以上の方
申込方法 ①往復はがき…講座名、講座番号(選択科目ごとに異なります。)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、電話番号を

　　　　　　　ご記入の上、当館へ送付。
②インターネット…公益財団法人としま未来文化財団ウェブサイト（http://www.toshima-mirai.jp/）文化カレッジ
　　　　　　　 　ページの所定フォームに必要事項を入力して申込。
③窓口…当館または他の地域文化創造館窓口にて所定の申込用紙に必要事項を記入の上、申込。(必ず返信用はがきを持参。)

対　象 小学生以上 部　門 小中学生の部　一般の部 サイズ 「四つ切」または「A4」（四つ切ワイドは不可）
応募条件 未発表かつ他のコンテスト等に応募していない自作品（1人2点まで）
選考方法 染井よしの桜の里駒込協議会から委嘱された審査委員により選考　審査委員長：関口照生氏（写真家） 入賞発表 5月下旬(予定)
申　込 所定の応募票に(1)応募部門(小中学生の部、一般の部)、(2)氏名（ふりがな）、(3)電話番号、(4)郵便番号・住所、(5)撮影日時、(6)撮影場所、

(7)タイトル、(8)ひと言コメントを明記の上、〒170-0003 豊島区駒込2-2-2 駒込地域文化創造館内 「さくらフォトコンテスト」係へ郵送もしくは持参

いろいろなジャンルの講座を取り入れた楽しく学べる長期講座です。

駒込小学校から半径2㎞の範囲内での桜の風景の写真を募集します。桜が咲いたら今年もさくらフォトコンテストに応募!!

5/10水～12/6水 14:00～16:00　※一部例外あり  ＜全24回＞
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駒込地域文化創造館　☎03-3940-2400　〒170-0003 豊島区駒込2-2-2

5/18木 18:30開演（17:30開場）
南大塚ホール　

好評
発売中

【問合】南大塚地域文化創造館 ☎03-3946-4301 〒170-0005 豊島区南大塚2-36-1

第98回 南大塚ホール落語会第98回 南大塚ホール落語会
5月の落語会は、昨年、紫綬褒章受賞の五街道雲助が一席披露します。
地元の落語家、柳家さん枝も登場します。どうぞお楽しみください。

第2回 おひろめ寄席『五連ピック』開催！より多くの皆様にお江戸文化「落語」を楽しんでいただくため、三遊亭圓窓師匠に
師事する豊島区落語稽古連の落語好きが集います。笑って、泣いて、落語三昧の一日をどうぞお楽しみください。

出演 落語：五街道雲助、柳家さん枝、三遊亭天歌、柳亭市若　漫才：すず風にゃん子・金魚

6/18日 10:00開演（9:30開場）
雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

先着順 500円 【取扱】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

第26弾!雑司が谷ワンコイン落語会第26弾!雑司が谷ワンコイン落語会
～朝から兼好師匠の落語で楽しい一日を！～

定員 100名
出演 三遊亭兼好

申込

5/13土 13:00開演 19:10終了（12:30開場）
南大塚ホール

【主催】豊島っ子連　おひろめ寄席実行委員会
【問合】minamiootsukarakugo@gmail.com

第2回 おひろめ寄席『五連ピック』開催！より多くの皆様にお江戸文化「落語」を楽しんでいただくんんでを」」を」ひお第 め寄席席 連ピめめ寄め寄 ピめめ寄席寄席寄席席席席 連連席め寄寄席寄席席席席 五連連五『五席席席『五連五『五五五『席『五連

豊島っ子連おひろめ寄席豊島っ子連おひろめ寄席

出演
扇子っ子連千早亭、羽織っ子連要亭、
洒落っ子連千川亭、下げっ子連大塚亭、落としっ子連天祖亭入場無料 ※当日直接会場へ

全席自由 前売1,200円　当日1,300円一般 1,000円友の会

三遊亭天歌

三遊亭圓窓

すず風にゃん子・金魚

柳家さん枝五街道雲助

4/30日 必着応募
締切

4/13木 必着応募
締切

※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可

発売日
4/5水

10,000円一般 豊島
区民割引 9,800円　※豊島区民割引はとしまチケットセンターのみの取扱い

主　催 染井よしの桜の里駒込協議会

全席自由 2,700円前売 3,000円当日

南大塚SHOW劇場
昭和を彩った2大歌手に捧ぐ
平成の世に歌は生き続ける
4/10月 18：00開演（17：20開場）

南大塚ホール

出演 五郎正宗、青空うれし、ナナオ、千田かおり、ビックボーイズ、風呂わく三

好評
発売中

全席指定 5,000円 ※チケットは南大塚ホールにてご購入ください。

友の会友の会
招待・抽選

友の会友の会
招待・抽選

※４月から閉館時間が午後６時までとなりました。

「豊島区トキワ荘通りお休み処」
は昨年末に開設３周年を迎え
入館者が５万人に達成しました。
5万人達成記念者は、豊島区
在住の宮崎さんご家族でした。

「豊島区トキワ荘通りお休み処」
は昨年末に開設３周年を迎え
入館者が５万人に達成しました。
5万人達成記念者は、豊島区
在住の宮崎さんご家族でした。
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2017 2017

催物名日付 開演時間 備考入場料

第30回 としま能の会4/30(日) 15:30
➡表面 右頁へ
【問合】 【会場】P全席指定

S席  4,000円
A席 3,500円 他

PH

LIVE MUSIC in 庁舎シリーズ vol.16/2(金) 19:00
➡表面 左頁へ
【問合】 【会場】TCSP全席自由

前売 2,500円 他

池袋いけいけ人形劇まつり in 大塚5/4(木・祝) 10:00
➡表面 右頁へ
【問合】 【会場】南P

前売 大人 900円小人 700円 他

全席自由

第26弾雑司が谷ワンコイン落語会6/18(日) 10:00
➡下記 としまの落語欄へ
【問合・会場】雑

全席自由 500円

すがも朗読発表会4/23(日) 14:00
➡左頁 公演欄へ
【問合・会場】巣無 料

遊ぶ演劇「こどもワークショップ」4/29（土・祝）
4/30(日) 13:00

➡左頁 催し欄へ
【問合・会場】あ

参加費 500円

雑司が谷案内処2階ギャラリー展示
小池俊夫作品展「さくらさくら」

開催中～
4/26(水)

10:30～
16:30 入場無料 【問合・会場】案

南大塚SHOW劇場 昭和を彩った2大歌手に捧ぐ
平成の世に歌は生き続ける4/10(月) 18:00

➡左頁 公演欄へ
南H南全席指定

5,000円
【問合】 【会場】

豊島っ子連おひろめ寄席5/13(土) 13:00
➡下記 としまの落語欄へ
【問合】 【会場】南H南無 料

第98回南大塚ホール落語会5/18(木) 18:30
➡下記 としまの落語欄へ
【問合】 【会場】南H南全席自由

前売 1,200円
当日 1,300円

南大塚SHOW劇場 
Magic of MAGIC VOL.1135/12(金) 19:00

➡左頁 公演欄へ
【問合】 【会場】南H南全席自由

前売 2,700円
当日 3,000円

プランセクション ☎03-3590-7118P
南大塚地域文化創造 ☎03-3946-4301南
雑司が谷地域文化創造館 ☎03-3590-1253雑

巣鴨地域文化創造館 ☎03-3576-2637巣
あうるすぽっと  ☎03-5391-0751あ
雑司が谷案内処 ☎03-6912-5026案

東京芸術劇場プレイハウスPH
南大塚ホール南H

としまセンタースクエアTCS

問い合わせ先・会場

施設問合 ■としま南池袋ミーティングルーム 〒171-0022 南池袋2-34-5 藤和第2ビル 3階 ☎03-3984-7601　■南大塚地域文化創造館 〒170-0005 南大塚2-36-1 ☎03-3946-4301　■駒込地域文化創造館 〒170-0003 駒込2-2-2 ☎03-3940-2400　■巣鴨地域文化創造館 〒170-0002 巣鴨4-15-11 ☎03-3576-2637　■雑司が谷地域文化創造館 〒171-0032 雑司が谷3-1-7 ☎03-3590-1253　■千早地域文化創造館 〒171-0044 千早2-35-12 ☎03-3974-1335

「財団ニュースみらい」の2017年6月号以降の広告も募集中。広告についての詳細は当財団ホームページ http://www.toshima-mirai.jp/をご覧ください。としま未来文化財団ホームページ・バナー広告（1か月1万円）の申込受付中！


