チケットの お求めは
としまチケットセンター

窓口販売 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル 3F

電話販売

マークをご 確認ください

雑司が谷案内処

東京芸術劇場のステージで一緒に歌いませんか？
「区民でつくる演奏会」に出演！豊島区在住・在勤・在学の皆様の
ご参加をお待ちしています。
公演会場

東京芸術劇場コンサートホール

指

揮

坂本和彦

出

演

ジュニア・アーツ・アカデミー（音楽） ほか
管弦楽／としま ユング フェスタ オーケストラ

年間スケジュール

8月

7/13(木) 18:30～ 雑司が谷地域文化創造館 第2練習室
13日
（木）
9月
20日
（木）
3日
（木）
17日
（木） 10月
24日
（木）

と し ま 区文化情報紙

練習日

木曜日（月に２～３回）

9日
（木）
14日
（木）
（土）
21日
（木） 11月 23日（木・祝） 12月9日
★公演当日
5日
（木）
30日
（木） 東京芸術劇場
19日
（木）
12月
7日
（木） コンサートホール
26日
（木）

☎03-3590-7118(平日10:00～17:00）

16種類
流行っては消える痩身法の中で
耳ツボダイエットは
ずっと結果を出し続けています!!

耳ツボダイエット
耳ツボダイエットのここがスゴイ!!(当サロン修了者の声)
・1日4～5回お相撲さん並みに食べていたのに、耳ツボの
刺激で不思議と食欲がおさまりました。
・10kgちかい減量でもシワもタルミもできず、以前
より美肌になりました。
・更年期のせいか、頭痛・肩コリ・便秘・不眠等不調が
続いていたが、減量後はすっかり消えてしまいました。
・つらくないので根性がない私でも楽しく続けられました。

2017.5.5

当紙の発行日は毎月5日(次回は6月5日発行)

子ども芸術体験ワークショップ さまざまな芸術や伝統芸能に出会い、

気軽に体験してみよう

平成29年度

ジュニア・アーツ・アカデミー募集！

LIVE MUSIC in 庁舎シリーズ vol.1

Llano Tango アルゼンチンタンゴ・ライブ
ジ ャノ

タン ゴ

庁舎で気軽に極上のライブ音楽体験！日本を代表する、アルゼンチン・タンゴ 四重奏団 〝Llano Tango〞 が登場、
その卓抜な技量とアンサンブルで、情熱と哀愁に満ちたタンゴの名曲を̶̶。

対 象 豊島区在住・在学 小学1年生～小学6年生 5/13
（土）申込受付開始

6月17日（土）開校式／
7月1・15・22日、8月5・19・26日、
9月9・16日、10月28日、11月11・25日、
12月2・16日 土曜日 10:00～11:30／
12月7日（木）夕方／12月22日（金）夕方
[練習場所]
区民ひろば南池袋、雑司が谷地域文化創造館
[出演公演]
12月9日（土）午後
区民でつくる演奏会 会場：東京芸術劇場
12月24日（日）午後
区民参加によるアートステージ
会場：としまセンタースクエア
[定員] 40名 [参加費] 5,000円

＜公演鑑賞＞
7月23日(日) 10:30～12:30(予定)
ファミリー狂言会・夏
＜ワークショップ＞
7月28日(金) 14:00～15:30
7月29日(土) 10:30～12:00／13:30～15:00＊
7月30日(日) 10:30～12:00／13:30～15:00
のいずれか1回（＊は高学年のみ）
[場所] 鑑賞：国立能楽堂、
ワークショップ：よろづ舞台
[定員] 各回10組20名の親子
[参加費] 1組1,000円
＊公演鑑賞チケット代別途
※詳細はホームページをご覧ください

[講師] としま区日本舞踊家集団
[日程]
7月8日
（土）
、7月29日
（土）
の
いずれか1回 13:30～15:30
[場所] 区民ひろば南池袋
[定員] 各回10組20名の親子
[参加費] 1組1,000円
[持ち物] ゆかた、帯、腰紐(お子様のみ)、
コハゼ付足袋(親子とも)
※日本舞踊のお稽古を積み12月3日（日）
の舞台発表を目指す連続講座「華麗なる
彩り日本舞踊教室」を9月～12月開催。
申込開始は7/30（日）
より。

募集にあたって 必ずお読みください
・原則として豊島区在住・在学のお子さま、親子に限ります。 ・お子さまは保護者の方が責任を持って送迎してください。
・参加費には保険料が含まれます。 ・活動の記録（写真・映像）を、財団広報・宣伝活動に使用いたします。ご了承ください。
申込方法 電話申込による先着順 ※定員に達し次第締め切ります。 募集開始日 5/13（土）10：00～ 申込受付開始
必要事項 参加希望者のお名前（フリガナ）、年齢、性別、学校名、学年、保護者のお名前（フリガナ）、住所、電話番号、FAX番号

【申込・問合】
プランセクション
☎03-3590-7118(平日10:00～17:00) ※5/13（土）申込初日に限り、土曜日10:00～17:00受付可
t_mirai_jaa@a.toshima.ne.jp（業務の都合上、返信が遅れる場合がございます）

熊田洋

耳ツボ
健康サロン

健康管理士 一般指導員

北村聡

6/2金

としまセンタースクエア
（豊島区庁舎1F）

地下鉄新大塚駅より 4分
JR大塚駅南口より10分

ハッピーガーデン千川駅前
TEL:03-3957-5868

ハッピーガーデン川口元郷
TEL:048-229-4304

Sae ＆ Juan Carlos

全席自由

（整理番号付）
※1ドリンク付
未就学児
入場不可

前売
当日

2,500円
2,700円
2,300円

豊島
区民割引

申込
※開場時刻に券面記載の整理番号
順でご入場いただきます。整理
番号順での入場が終了した後は、
先着順でご入場いただきます。

世界に発信・マンガアニメシリーズ／国際アート・カルチャー都市推進事業

GAME SYMPHONY JAPAN &
ANIMATION SYMPHONY JAPAN MUSIC
FESTIVAL 2017（仮）
『ワンピース』
『 サクラ大戦』などアニメをメインフィールドとして活躍中の作曲家
田中公平氏と、
『ロマンシング サ・ガ』や『パズドラ』
シリーズといったゲーム音楽の
作曲家として名を馳せる伊藤賢治氏による、厳選した自作のアニメ＆マンガ曲
と、照明を駆使したアニメーションとゲームのミュージックフェスティバル！

完全予約制

針は使 いませ ん の で小
学生からご高齢の方まで
安全安心です。
お子様連れ歓迎です。
カウンセリングで計測後
お話を伺ったうえで痩身
計画、ご予算を提示させ
ていただきます。

好評
発売中

【問合】
プランセクション ☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）

出演

ハッピーガーデン

ハッピーガーデン新大塚

KaZZma

東谷健司

La Cumparsita／ラ・クンパルシータ、Jueves／木曜日、Ojos Negros／黒い瞳
曲 目 Quejas de bandoneón／バンドネオンの嘆き、Vida Mia／我が人生
Balada para un loco／ロコへのバラード ほか ※曲目は変更になる場合があります

19：00開演（18：30開場）

健康管理能力検定１級

HP ハッピーガーデン新大塚 検 索

近藤久美子

Llano Tango（ジャノタンゴ）…熊田洋（ピアノ）、北村聡（バンドネオン）
出 演 近藤久美子（ヴァイオリン）、東谷健司（コントラバス ）
with KaZZma（ヴォーカル）、サエ＆ファンカルロス（ダンス）

無料カウンセリング実施中

受付時間／10：00～20：00
日本痩身医学協会会員

http://www.tonton-mitubo.jp
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検索

コンサート出演を目指して、
公演鑑賞＋ワークショップで狂言を体験！
浴衣の着方や座り方・おじぎ、
仲間といっしょに元気にうたおう！ 観て・聞いて・やってみて、狂言を全身で楽しもう！ 歩き方など和の基本所作と
踊りの基礎を体験、日本の
[講師] 坂本和彦（東京音楽大学講師） [講師] 野村万蔵家(萬狂言一門)
[日程] ＊公演鑑賞と体験ワークショップの2日間 伝統文化に触れてみよう！
[日程]

としまセンタースクエア(豊島区庁舎1階) ほか
【練習会場】雑司が谷地域文化創造館、
【指揮・合唱指導】坂本和彦
（東京音楽大学講師）
【参加費】20,000円
（チケット代、保険料含む）※別途 楽譜・懇親会費 実費
【定員】100名 【申込期限】6/19(月)必着 ※消印有効
【申込】往復はがきで、
〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル 2階
としま未来文化財団 プランセクション
「豊島区民合唱団員募集」
係へ。
【記載内容】〒住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号(連絡のとれる番号)・FAX番号・
メールアドレス(PC受信可能なアドレス)・希望パートを明記

【問合】プランセクション

としま未 来 文化財 団

みんなでたのしく！音とあそぼう 親子で一緒に！狂言っておもしろい 親子で体験！はじめての日本舞踊

＊全音楽譜出版社『フォーレ/レクイエム』(混声4部版)を事前にご用意の上ご参加ください

7月

行／公益財団法人 としま未来文化財団

発行部数／120,000部
〔豊島区内・近隣区新聞折込〕
〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2階
☎03-3590-7581
（代表）
FAX：03-3984-0865

※中学生はお問い合わせください

※14：00開演予定

公演内容 ガブリエル・フォーレ《レクイエム》ほか
結団式

発

託児サービスあり（要事前申込）

豊島区民合唱団 団員大募集！
12/9(土)

Culture
Information

オンライン予約 http://www.toshima-mirai.jp/performance/ticket/gettii.html

※各公演とも、原則、未就学児は入場できません。 ※車椅子席をご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。 ※チケット購入後の
キャンセル・変更はできません。 ※原則、学生割引は学生証をご提示ください。 ※本紙面掲載の公演は、すべて当財団の文化事業として、特別
料金となっております。なお、都合により、出演者・曲目・曲順等変更になる場合がございます。予めご了承ください。

公演日時

みらい

☎03-5391-0516 10：00～19：00

東京芸術劇場ボックスオフィス ☎0570-010-296（10:00～19:00）※休館日を除く

チケットぴあ http://pia.jp
各地域文化創造館

申込

田中公平

8/16水

田中公平(作曲)、伊藤賢治(作曲)

ほか

指揮

志村健一

主催：株式会社アイムビレッジ 共催：公益財団法人としま未来文化財団・豊島区

東京芸術劇場コンサートホール
未就学児
入場不可

伊藤賢治

多数のゲストが出演予定！詳細は次号で！
【問合】
プランセクション ☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）

