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

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
時
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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
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※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、財団事務所窓口へ
　　　 （豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル 2階）
　　　 「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7月号：掲載受付は5/19(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￥時 場

　   ＝入会金　   ＝割引料金　   ＝対象　   ＝電話　   ＝FAX入 電 F対割

5/20土 19：00開演　21日 14：00開演・18：00開演
あうるすぽっと

あうるすぽっと

第10回ベビーカーコンサート
7/1土 11：00開演（10：30開場）

雑司が谷地域文化創造館 第2練習室

定員 50組

出演 オーパ♪キャマラード合奏団（うた：城倉かほる、ヴァイオリン：李文佳、クラリネット：高井洋子、ピアノ：飯田彰子）

曲目 となりのトトロ、情熱大陸、おもちゃのチャチャチャ 他

申込 雑司が谷地域文化創造館窓口または電話で申し込み

子育て中のママ、パパ、応援しているおばあちゃん、おじいちゃん

要申込 入場無料

プランセクション　☎03-3590-7118(平日10:00～17:00)

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

公 演

5/26金 27土 28日 29月 30火 31水
11：00
日　時

14：00
15：00

作 鶴屋南北

出演 亀島一徳、黒岩三佳、箱田暁史、土居志央梨、田中佑弥／島田曜蔵、中川晴樹、小沢道成、緑川史絵、西田夏奈子、　
松田弘子、岡野康弘、森田真和、後藤剛範／荻野祐輔、緒方壮哉、鈴木正也／猪股俊明、小田 豊、蘭 妖子

演出 杉原邦生監修・補綴 木ノ下裕一

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

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）
8,300円一般 豊島

区民割引 7,800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

※大人だけの入場不可

サマーコンサート2017～デュオコンサート～
7/1土 14：00開演（13：30開場）

雑司が谷地域文化創造館 第2練習室
定員 100名 出演 ヴァイオリン:李文佳、ピアノ:飯田彰子

定員 90名 出演 ストーンヴォイス・待夢、おなかのへる「ヴォイストレーニング」の会、ポプラーズ

曲目 愛の喜び、リベルタンゴ、白鳥の湖、ツィゴイネルワイゼン 他

申込 雑司が谷地域文化創造館および雑司が谷案内処窓口にてチケット販売

お昼休みにほっと一息　出入り自由な無料ミニコンサート。

2013年にあうるすぽっとで上演し、大きな話題を呼んだ「東海道四谷怪談ー通し上演ー」。通常カットされる場面や
人物も丁寧にすくい上げ、〈一大群像劇〉として、まったく新しい演目に蘇らせた、全三幕、上演時間六時間の大作を、
新たな出演者と共に再上演。

これが、木ノ下歌舞伎による「東海道四谷怪談」の決定版。

講 座

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

7/11火～21金  火・金　全4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  「インターネットとメールの楽しみ方」

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

インターネットやメールを使って出来ることの基礎から応用までを学びます 。

費用 2,600円（教材費含）
【「エクセル2013集中講座」、「インターネットとメールの楽しみ方」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。

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）

500円

第187回 庁舎ランチタイムコンサート
with 東京音楽大学

木ノ下歌舞伎「東海道四谷怪談 ― 通し上演 ― 」

5/17水 12：00開演（11：35開場）
としまセンタースクエア
（豊島区南池袋2-45-1　豊島区庁舎1階）

出演 伊藤万桜（1stヴァイオリン）、藤瀬実沙子（2ndヴァイオリン）、
川口さくら（ヴィオラ）、篠原和仁（チェロ）

曲目 ディヴェルティメント ニ長調 K.136／モーツァルト、弦楽四重奏曲 第2番 ニ長調より 第1楽章／ボロディン、
弦楽四重奏のための３つの小品／ストラヴィンスキー

入場無料

※曲目・曲順は変更になる場合がございます

伊藤万桜

川口さくら

藤瀬実沙子 ⓒ井村重人

篠原和仁

日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究部
「ぴちぴちちゃぷちゃぷらんらんらん’17」
5/20土・21日

振付 伊東歌織、岩渕貞太、木原浩太 出演・主催 日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究部

共催 あうるすぽっと(公益財団法人としま未来文化財団) 問合 pichipichi2017@gmail.com

主催 木ノ下歌舞伎

問合 木ノ下歌舞伎 ☎075-285-2485

共催 あうるすぽっと(公益財団法人としま未来文化財団)

好評
発売中

好評
発売中！！全席自由

豊島
区民割引 2,000円　2,500円前売 3,000円当日

全席指定 豊島区民割引
平 日 4,500円　豊島区民割引土 日 5,000円 ほか　5,000円一般

平日 5,500円一般
土日

※区民割引はとしまチケットセンターのみ前売取扱

締　切
7/1土

締　切
5/27土

※当日直接会場へ

展 示
雑司が谷案内処2階ギャラリー展示「ワンコイン落語会 ぽすたぁ展」

5/1月～終了日未定 9：00～20：00
千早地域文化創造館 ロビー

千早地域文化創造館 ロビー展示「ミニ展覧会 ～都立豊島高等学校美術部作品展～」

入場無料 ※当日直接会場へ

入場無料 ※当日直接会場へ

数々のコンクールに出品、活躍する豊島高校美術部の皆さんによる作品展示と、同館で現在活動中のサークルの優れた作品を展示。

案内処オープンを記念に開催されたワンコイン落語会の過去25回分のポスターを一挙大公開！！

8/25金 18：00開演（17：15開場17：40報告・式典開始）
板橋区立文化会館

S席 4,500円
A席 4,000円

申込開始
5/5●金・祝

申 込 開 始
5/5● 10：00～金・祝

南大塚SHOW劇場 こ～たろ～・ナナオのお笑ライヴ 楽しくやらNight！
6/12月 19：00開演（18：15開場）

南大塚ホール

出演 中村浩太郎(声優)、ナナオ(漫談家)、荒木 巴(お笑いマジック)、おくまん(野球大好き芸人) 他　声優仲間
申込 南大塚地域文化創造館およびカンフェティチケットセンター（セブンイレブンで購入） ☎0120-240-540

facebookページ南大塚ＳＨＯＷ劇場で検索

全席自由

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

3,000円一般 当日、学生証提示で500円返金学生

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

また会いましょう！コンサート

巣鴨地域文化創造館 休館のお知らせ 大規模改修により、巣鴨地域文化創造館は下記のとおり休館いたします。

6/3土 14：00開演（13：30開場）
巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

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

東日本大震災・熊本地震 直接支援
第6回 笑顔と夢を絆でチャリティーショー
～スペシャルゲストに福田こうへい・ナイツを迎えて～

福田こうへい ナイツ ナナオ

中村浩太郎

撮影：田中亜紀

ナナオ

荒木巴 おくまん

申込 Pコード：
458-024 他

5/3　～6/28水 10：30～16：30
雑司が谷案内処2階ギャラリー

※木曜休館●水・祝

近藤良平・コンドルズ
リーダー募集「にゅ～盆踊り」リーダー募集

講　師 コンドルズ ※会場により講師は異なります
対　象 年齢・経験不問、どなたでも、ワークショップいずれか１回と本番(7/15(土)・16(日)

どちらか)に参加できる方

夏の池袋で大好評の、近藤良平・コンドルズ“にゅ～盆
踊り”、今年も7月15日（土）16日(日）の開催が決定！
事前のワークショップに参加して、子ども大人も思わず
笑ってしまう仕掛け満載の愉快な盆踊り大会を、今年は
一緒に盛り上げてみませんか？

6/28水応募
締切

5/8月～6/18日募集
期間第29回池袋演劇祭池袋演劇祭

審査員募集審査員募集
応募条件 ①18歳以上で、演劇祭行事に積極的に参加できる方。

　※説明会、劇団との意見交換会等があります。
②開催期間中、事務局が指定する3～5公演を必ず鑑賞して、指定の採点用紙に記入し
　提出できる方。　※指定公演他、数公演の無料・割引鑑賞券を差し上げます。

申込方法 1. 池袋演劇祭ホームページ応募フォーム
2. 往復はがき　「審査員希望」と明記し①郵便番号･住所(建物名も明記) ②氏名(ふりがな) 
　 ③年齢 ④性別 ⑤電話番号(連絡のつきやすい番号) ⑥メールアドレス ⑦演劇祭審査員
　 経験回数を記入の上、下記問合せ先までお送りください。
＊応募者多数の場合は抽選。＊詳細は池袋演劇祭ホームページをご覧ください(5月上旬UP予定)

9月1日(金)～30日(土)の1か月間、豊島区及び近郊で公演する
劇団が参加する「第29回池袋演劇祭」の審査員を募集します。

問合 「池袋演劇祭実行委員会」事務局　☎03-3985-0960 【HP】http://www.ikebukuroengekisai.jp
　　　　　　　　　　　〒170-0013 豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル 3F あうるすぽっと内

会　場
池袋西口公園
司会進行
片山誠史・谷川一美

池袋フォーク＆カントリー
フェスティバル 2017

～音楽は時代を伝える～

新企画オープンマイクスペシャル
●稲垣伸一 ●飯島ひとし＋松本先生 ●ザ・モエーズ ●スズキカヒロ ●coyote

●ウエストパークSP Band ●関東リクレーション ●ラトリン・ロアリン・ウィリー 
●ナープエオ ●サニーレタス ●HIDE&MISUZU 
●カントリーゲイツ(vo ジャンボ中山、ジョージ吉本、ジャイアント小菅、シシー植村) ●サニスポSP(飛び入り) 
●加藤町会長Band ●ドンアルマス(友情出演) ●CFK スペシャルステージ　片山誠史　ケイコ ウォーカー

●プロップスカーレット ●ボクキミ ●浜崎絵里歌 ●エニシーズ ●はるか ●Real MidoGePerm
●B+B2 ●K@ki（カーキー） ●Call････it Sings 
●いわさききょうこ(友情出演) ●庄野真代(友情出演) ●なぎら健壱＆オウンリスク(特別出演)

岩手県一関市、宮城県、宮城県気仙沼市、山形県村山市、栃木県那須烏山市、栃木県那珂川町、
埼玉県川越市、埼玉県飯能市、埼玉県東松山市、神奈川県湯河原町、新潟県魚沼市　※予定 産地直送で初夏の

味覚をお届けします。

主催 ステージ進行問合実行委員会 Sunny Spot ☎03-3987-7332

6/3土 10：00～19：00 カントリーデイカントリーデイ

6/4日 10：00～19：00 フォークデイフォークデイ

【同時開催】物産と観光展

会　場 池袋西口公園（A,B会場）／池袋西口駅前広場／池袋マルイ前／元池袋史跡公園
ザ・タワー・グランディア前広場／東武百貨店8階屋上スカイデッキ広場
メトロポリタンプラザビル1階自由通路／ルミネ池袋８階イケレスガーデン
東京芸術劇場前広場／ミュージックスタジオ・フォルテ芸劇店前　10カ所11会場

みんなで作るストリート・フェスティバル池袋西口エリアが
ライブステージに！歩くだけでめっちゃ楽しくなる！
計10カ所11会場で、約230バンド、総勢1,900名のプロ・アマチュアバンドが演奏！

5/20土・21日
11：00～20：00（会場によって開始・終了時間は異なります）

　　　池袋ジャズ
フェスティバル2017

回遊美術館
同時開催イベント

主催・問合 実行委員会　info@ikebukurojazz.com　　　http://www.ikebukurojazz.com/

平成29年6/1（木）～平成30年3/31（土）（予定）休 館 期 間

先行予約 ５/15月開始

一般発売 6/2金～ としまチケットセンター ☎03-5391-0516
FAX：03-6657-5112　☎070-6967-4473(担当:酒寄)

先行予約は５/15月～30火(11：00～17：00)

千早地域文化創造館
東京芸術劇場
雑司が谷地域文化創造館
駒込地域文化創造館
池袋スポーツセンター<武道場>
あうるすぽっと
南大塚地域文化創造館

7/2(日)
10：00～

 5(水)
19：00～

8(土)
14：00～ 18：00～

9(日)
14：00～

11(火)
19：00～14：00～

13(木)
19：00～

○
○

○
○

○

○
○○

日時・会場

雑司が谷案内処　☎03-6912-5026  〒171-0032 豊島区雑司が谷3-19-5

千早地域文化創造館　☎03-3974-1335　〒171-0044 豊島区千早2-35-12

第28回池袋演劇祭 大賞受賞作品
 STAR☆JACKS「桜舞う夜、君想ふ」

初夏の空に響く弦楽四重奏

5/18　～5/31木 水 新池袋モンパルナス
第12回

新池袋モンパルナス
第12回

西口まちかど 回遊美術館回遊美術館回遊美術館
【会期】 5/26金～31水 10：00～19：00
優れたアーティストの発掘と、池袋がかつてのように
アーティスト交流の場となることを目指して始まった
公募展です。今年から「オーディエンス賞」を設置し、
来場者も審査に参加できるようになりました。

26 3

池袋アートギャザリング公募展池袋アートギャザリング公募展

会 場 東京芸術劇場 ギャラリー1 H P http://www.i-ag.net/

【会期】 5/28日 13：30～16：30
アトリエ村の作家たちがたどった道のりを池袋から
新宿区中井まで歩きます。

【会期】5/28日 13 30 16 30

講義とまち歩き
「池袋から落合まで　
　アトリエと文化村を訪ねる」

講義とまち歩き
「池袋から落合まで　
　アトリエと文化村を訪ねる」

集合場所 としま産業振興プラザ(IKE･Biz)3階研修室2
定 員 15名 ※まち歩きにかかる入館料150円と交通費は別途
申 込 5/15(月)（必着）までに、イベント名、住所、氏名、年齢、電話番号を

記入し、往復はがきで「〒171-0021 豊島区西池袋2-37-4 としま
産業振興プラザ7階　文化デザイン課ミュージアム開設準備学芸
グループ」へ。＊応募者多数の場合は抽選。

問 合 豊島区文化デザイン課　☎03-3980-3177（平日のみ）

【会期】 4/29●～5/30火 6：30～23：00土・祝

長い歴史を持つ立教大学の美術サークル「サパンヌ美術クラブ」の作品展です。

4/29 5/30

サパンヌ美術クラブ作品展サパンヌ美術クラブ作品展

会 場 Echika池袋ギャラリー

【会期】 5/18木～30火 月曜休館 10：00～17：00
かつて手塚治虫、藤子・F・不二雄、藤子不二雄A、石ﾉ森章太郎、赤塚不二夫らが青春
時代を過ごしたアパートがあった街「南長崎」に点在するモニュメントなどに潜む
謎を解きながら進行するゲーム。QRコードを使ってウェブ上でも参加できます。

5/18 30

謎解き トキワ荘のあった街・南長崎謎解き トキワ荘のあった街・南長崎

会 場 トキワ荘通りお休み処 他
問 合 豊島区トキワ荘通りお休み処 ☎03-6674-2518

【会期】 5/18木～24水 
　　  10：00～20：00 最終日は16：30閉場
豊島区ゆかりの漫画家、手塚治虫をクローズ
アップ。セル画や原画、初版本の貴重な資料や、
手塚プロダクション監修のオフィシャル版画を
展示します。長女手塚るみ子氏が選定した版画
のガールズ＆ラブリー版画展も同時開催。

「手塚治虫版画展」
「手塚るみ子プロデュース～
  

「手塚治虫版画展」
「手塚るみ子プロデュース～
  ガールズ＆ラブリー版画展」

会 場 東武百貨店 池袋店 6階 1番街 
美術画廊・アートギャラリー　

問 合 ☎03-5951-5742

【会期】 5/20土 13：30～15：00
講師：土方 明司氏(平塚市美術館　館長代理)
長年池袋モンパルナスの調査に携わってきた土方明司氏を講師に
迎え、池袋モンパルナスの成立とその後を読み解きます。
入場無料、事前申込不要

特別講演会 池袋モンパルナス
　　　　～戦前・戦中・戦後～
特別講演会 池袋モンパルナス
　　　　～戦前・戦中・戦後～

会 場 立教大学太刀川記念館3階
多目的ホール

定 員 100名
問 合 立教大学社会連携教育課

☎03-3985-2204

【会期】 5/18木～24水 11：00～19：00
SFマンガの傑作「鉄腕アトム｣とアーティスト集団C-DEPOTのコラボレーション展を開催します。

鉄腕アトム×C-DEPOT「ぼくらのアトム展」鉄腕アトム×C-DEPOT「ぼくらのアトム展」

会 場 東京芸術劇場 ギャラリー1
©Tezuka productions

©Tezuka Productions
 Created by Yu Uchida

池袋駅西口を中心に
70ヵ所以上の会場で開催！

街のどこもが美術館

Ｈ　Ｐ http://www.kaiyu-art.net/

総合案内所 東武ホープセンター 地下中央通路
（受付時間：10:00～16:00）

主　催 新池袋モンパルナス西口まちかど
回遊美術館実行委員会
(発起人団体：NPO法人ゼファー池袋まちづくり/
 立教大学/東武百貨店/豊島区)

問　合 まちの魅力づくりセクション
※各欄問合先があるものは各問合先へ
☎03-3981-4732(平日9:00～17:00)

新池袋モンパルナス
西口まちかど

」
手塚版画
展示販売

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

「メルマガみらいへ！」配信中。登録は財団ホームページから。★ツイッター発信中！    　   財団ツイッター@toshimamirai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。としま区文化情報紙「みらい」の2017年7月号以降の広告も募集中。詳細は当財団ホームページ http://www.toshima-mirai.jp/をご覧ください。 資源保護のため、再生紙を使用しています


