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5/18木 18:30開演（17:30開場）
南大塚ホール　

好評
発売中

好評
発売中

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。

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
～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
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

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
三遊亭圓窓

三遊亭天歌 すず風にゃん子・金魚柳家さん枝五街道雲助【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
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

申込
全席自由 前売1,200円　当日1,300円一般 1,000円友の会 ※南大塚地域文化創造館のみ

　電話予約可

イベントスケジュール 5 8
2017 2017

催物名日付 開演時間 備考入場料

第26弾！雑司が谷ワンコイン落語会6/18(日) 10:00 全席自由 500円
➡下記 としまの落語欄へ

【問合・会場】雑

第10回 ベビーカーコンサート7/1(土) 11:00 入場無料
➡中面左頁 公演欄へ

【問合・会場】雑

サマーコンサート2017
～デュオコンサート～7/1(土) 14:00 全席自由 500円 ➡中面左頁 公演欄へ

【問合・会場】雑

➡中面左頁 公演欄へ
【問合】 【会場】TCSP第187回

庁舎ランチタイムコンサート5/17(水) 12:00 入場無料

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

5/3(水・祝)
～6/28(水)

10:30～
16:30 入場無料

➡中面左頁 展示欄へ
【問合・会場】案

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
➡中面左頁 公演欄へ

【問合】 【会場】南H南全席自由
一般 3,000円
学生 2,500円

にゅ～盆踊り7/15(土)・
16(日)

17:30
開始 ➡関連記事 中面 右頁へ

【問合】 【会場】西公あ参加無料

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

千早地域文化創造館 ☎03-3974-1335千

東京芸術劇場プレイハウスPH

東京芸術劇場コンサートホールCH
南大塚ホール南H 池袋西口公園西公

としまセンタースクエアTCS

問い合わせ先・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

南H南【問合】 【会場】入場無料

第98回 南大塚ホール落語会5/18(木) 18:30
全席自由
前売 1,200円
当日 1,300円 他 ➡下記 としまの落語欄へ

南H南【問合】 【会場】

ぴちぴちちゃぷちゃぷらんらんらん’175/20(土)～
21(日)

公演ページ
参照 ➡中面左頁 公演欄へ

【問合・会場】あ全席自由
一般前売
2,500円 他

また会いましょう！コンサート6/3(土) 14:00 入場無料
➡中面左頁 公演欄へ

【問合・会場】巣

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～」5/1(月)～ 9:00～

20:00 入場無料
➡中面左頁 展示欄へ

【問合・会場】千

LIVE MUSIC in 庁舎シリーズvol.16/2(金) 19:00
全席自由
前売 2,500円 他 ➡表面 右頁へ

【問合】 【会場】TCSP

世界に発信・マンガアニメシリーズ 未定 未定8/16(水)
➡表面 右頁へ

【問合】 【会場】CHP

木ノ下歌舞伎
『東海道四谷怪談 ― 通し上演 ― 』

5/26(金)～
31(水)

公演ページ
参照 ➡中面左頁 公演欄へ

【問合・会場】あ全席指定
一般平日
5,000円 他

【主催・問合】南大塚都電沿線協議会 　   http://www.toden-rose.com

5/14日～5/28日 　オープニングイベント
【会場】天祖神社
【日時】5/14(日)
10:00～　オープニングセレモニー
11:00～　バラの即売会、都電グッズ販売

第11回大塚バラまつり

都電荒川線「大塚駅前」から「向原」までの
沿線で催される「大塚バラ祭り」。
沿線には、500種710株のバラが咲き乱れて
おります。
会　場 都電荒川線「大塚駅前」から「向原」までの沿線、天祖神社、大塚台公園、沿線商店街

交　通 都電荒川線大塚駅前停留場もしくは都電荒川線向原停留場、JR大塚駅南口

フォトコンテスト、バラの苗即売会、「バラの苗植え替え」講習会は、14（日）11時より天祖
神社境内にて行います。

都電荒川線「大塚駅前」から「向原」までの「バラまつり」に同時
開催されるフォトコンテストは、交通局長賞をはじめ豊島区長賞
など１6の賞が用意されております。

【応募作品】 大塚駅前～向原間の都電沿線で「都電とバラ」を
テーマに撮影した未発表の写真（A4版、1人2作品
まで）

【応募資格】 小学生以上
【応募方法】 撮影年月日、撮影場所、タイトル、コメント、連絡先

を写真裏面に明記の上、都電沿線協議会へ郵送
（データでの申込不可）※応募作品は返却致しま
せん。その他詳細は問合せ。

【応募期間】 5/14（日）～6/3（土）
【応 募 先】 南大塚都電沿線協議会 
　　　　　 〒170-0005 豊島区南大塚3-51-5(大塚接骨院内)

第5回フォトコンテスト応募作品を南大塚地域文化創造館ロビーにて展示中

おおつか音楽祭2017
「街に音楽があふれ出す」をテーマに、街中が会場となる初夏の音楽祭

雑司が谷案内処

KARSTEN
MURRAYさん

KRISTINA
MURRAYさん

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

雑司が谷案内処の来館者20万人目の方は、
スイスからいらっしゃったご兄妹でした。
開館から6年8か月で達成しました。

2017年3月14日来処者数

20万人達成

※まちかどライブの会場、開演時間、出演者、プログラム等詳細は、5月中旬頃公式
　HP(http://www.ompass.info)にて公開予定。

南大塚地域文化創造館　☎03-3946-4301

2017

【会場】 JR大塚駅南口駅前広場

【主催】おおつか音楽祭2017、南大塚三商店会・おおつか音楽祭実行委員会

5/27 ・土 28 日 まちかどライブ

【会場】 南大塚ホール
6/3 ・土 4 日 ホールイベント

・6/3(土)・4(日)　大人の音楽祭

豊
島
区トキワ荘通り

お休み処

開設3周年記念イベント
が開催されました！が開催されました！

開設3周年記念イベント
が開催されました！が開催されました！が開催されました！

「南長崎まち歩き＆トークイベント」では抽選で30名様に
トキワ荘ゆかりのスポットを巡るまち歩きをお楽しみ
いただいたほか、鈴木伸一・幸森軍也両氏によるトーク
には100名近くが参加。トキワ荘時代の秘話をはじめ、
スタジオゼロ制作の貴重映像を交えながらのお話を
ご堪能いただきました。

豊島区トキワ荘通りお休み処　☎03-6674-2518 〒171-0052 豊島区南長崎2-3-2

3月12日

第5回フォトコンテスト
最優秀賞「ベストシーズン」

松永 伸子 氏

第5回フォトコンテスト
優秀賞「満開のバラと都電」

小野田 淳二 氏

　バラまつり第6回フォトコンテスト作品募集

駒込地域文化創造館 〒170-0003 駒込2-2-2 ☎03-3940-2400

親子触れ合いヨガ講座
　～夏を乗り切り健康に107 7/23 6/30

（金）1日 1,000円
12組
24名

豊島区内在住・
在勤の親と
年中（4歳）～
小４までの子

10:00～
11:20

（80分）

ヨガ
インストラクター
江島 実穂 氏

ヨガを通して、親子でスキンシップを取りながら
健康なカラダ作りを目指します。こどもの集中力や
精神的安定も高めるというヨガを親子で楽しんで
みませんか？5/26（金）受付開始

5/5（金）受付開始

5/21（日）受付開始

（区民教室）（区民教室）

講　座　名講座番号 期間 時間 内　容 （備考） 申込
締切日定員 対象講　師 費用

（教材費含）回数曜日

～地域とあなたをつなぐ文化カレッジ～

平成
29年度文化カレッジ 受講生

募集

往復はがき記入例
返信 ①講座番号

②講座名
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤年齢
⑥性別
⑦電話番号

返
信
先
住
所

氏
名

往信

この面には、
なにも

書かないで
ください。

開
催
館
住
所

開
催
館
名

応募者多数の場合は、各館で抽選し、結果を通知します。インターネット申込の方へはメールでの通知となります。（【505】は先着順）受講者の決定

往復はがき
講座番号、講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、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、各地域文化創造館に送付。 【506】で保育を希望する方は、お子さんの氏名、月齢、性別も明記。

1

2

3

インターネット
公益財団法人としま未来文化財団ホームページの文化カレッジページより所定のフォームに必要事項を入力して申込。

URL：http://www.toshima-mirai.jp/course/college.html

窓口 各地域文化創造館窓口にある所定の申込用紙に必要事項を記入し、必ず返信用はがきを添えて申込。
＊【505】は南大塚地域文化創造館窓口または電話にて申込。往復はがき、インターネット不可。

注
意

！ ①申込内容に事実と異なる記載があった場合は、受講決定通知後でも取り消すことがあります。②申込は、1講座につき1人1通まで。③費用を銀行振込
または現金書留で納入する場合、別途事務手数料100円がかかります。④納入した費用は原則としてお返しできません。⑤一人でも多くの方にご参加
いただけるよう、お申し込み後のキャンセルがないようご協力をお願いします。
＊各講座の詳しい内容は、直接開催館へ問い合わせてください。＊車いすをご利用の方は事前に各館へ問い合わせてください。＊応募者数が一定数に達しない場合、講座の開催を見合わせることがございます。

文化カレッジ 申 込 方 法
保【保育付】保育付講座。要事前申込、保育保険料別途 区 【区民講師】区民のみなさんが講師を担当 【地域団体】近隣地域の団体が講師を担当地

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

手話で楽しもう
コミュニケーションづくり504 7/3・

4・11
6/11
（日）3

月
火

1,800円 20名
豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

19:00～
21:00

デフ・パペットシアター・
ひとみ劇団代表
善岡 修 氏

音声言語を使わないコミュニケーションのゲーム
で相手の気持ちを読み取ったり、表情で気持ちを
伝えたりしながら、手話に親しみます。

落語で学ぶ！現代事情
～大塚編～505 7/4 先着順1火 無料 100名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

10:00～
11:40 巣鴨警察署 ほか

落語家
三遊亭 萬橘 師匠

身近な大塚地域の防犯面や消費生活面からの
問題点を地域の方からの情報と落語の事例で、
学ぶ。

江戸文化体験教室
南京玉すだれ
なん   きん   たま

え     ど    ぶん    か     たい   けん きょう  しつ

506 7/27、
8/3

6/20
（火）2木 1,000円 25名

豊島区内在住・
在勤・在学の
小学生以上

14:00～
16:00

大道芸
弐参流家元
西出 勲夫 氏

江戸時代、子どもの玩具として親しまれる一方
大道芸として発達した南京玉すだれ。竹のすだれ
だけで様々な形を作るこの伝統芸能を体験し
よう！ ＊保育保険料別途

地

千早地域文化創造館 〒171-0044 千早2-35-12 ☎03-3974-1335
夏休み親子講座

「水族館のヒミツ!?～水族館の
裏側を覗いてみよう！」

409 7/21・
22 2

金
土

7/21
14：00～16：00

7/22
現地集合・時間未定

魚など水に生きる生き物の生態や水族館の仕事
などを学び、２回目にはサンシャイン水族館の
バックヤードを見学します。＊入館料別途

700円
10組
20名

豊島区在住・
在勤・在学の
中学生までの
親子

サンシャイン
水族館館長
丸山 克志 氏

地 7/1
(土)

エリアガイドボランティア養成事業

雑司が谷

雑司ケ谷霊園に眠る
偉人シリーズ（１）

『十五代目 市村羽左衛門』
306 7/8 5/25

(木)1土 800円 30名 18歳以上14:00～
16:00

国立劇場制作部
歌舞伎課
渡邊 哲之 氏

「花の橘屋」と呼ばれた、稀代の美男子にして戦前
昭和を代表する歌舞伎役者の生涯について学び
ます。

区保

☎

5/5（金）受付開始




